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３．平成 29 年度に実施された交付金事業一覧 

平成 29 年度実施事業一覧 平成 28 年度第２次補正予算（H28 補正）、平成 29 年度当初予算（H29 当初） 

都道府県名 市町村名 予算 事業名 

北海道  H28 補正 総合的結婚支援体制整備事業 

北海道  H28 補正 北海道出会いづくり支援事業 

北海道  H29 当初 結婚サポートセンター運営事業 

北海道  H29 当初 家庭内の子育て支援力向上事業 

北海道  H29 当初 次世代教育コーディネート事業 

北海道  H29 当初 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 

北海道 札幌市 H29 当初 仕事と暮らしのライフプラン支援事業 

北海道 旭川市 H28 補正 縁結びネットワーク活動促進事業 

北海道 岩見沢市 H29 当初 出会いの場提供事業 

北海道 恵庭市 H29 当初 恵庭市婚活推進事業 

北海道 恵庭市 H29 当初 恵庭市赤ちゃん登校日 

北海道 苫前町 H29 当初 苫前町結婚支援対策事業 

北海道 芽室町 H28 補正 赤ちゃんふれあい体験事業 

北海道 池田町 H29 当初 池田町婚活支援事業 

青森県 弘前市 H28 補正 弘前めぐりあいサポーター出愛（であい）創出事業 

青森県 弘前市 H29 当初 弘前めぐりあいサポーター出愛（であい）創出事業 

青森県 弘前市 H29 当初 ひろさき子育てＰＲ事業 

青森県 十和田市 H29 当初 婚活セミナー等の実施 

青森県 平川市 H29 当初 ひらかわハグメグ応援事業 

青森県 平川市 H29 当初 パパママ支援事業 

岩手県  H29 当初 “いきいき岩手”結婚サポートセンター運営事業 

岩手県  H29 当初 いわて結婚応援パスポート事業 

岩手県 盛岡市 H28 補正 ライフプランニング支援事業 

岩手県 大船渡市 H29 当初 
結婚支援拠点の機能強化及びマッチング機会の促進と拡大強

化に向けた取り組み 

岩手県 大船渡市 H29 当初 企業団体等の結婚支援の取組の拡大と強化 

岩手県 大船渡市 H29 当初 
複数企業間等での出会いから結婚につながる交流機会の拡大

と強化 

岩手県 大船渡市 H29 当初 県との連携確保による結婚お祝いパスポート拡大・強化事業 

岩手県 久慈市 H29 当初 くじ縁結び応援事業 

岩手県 遠野市 H29 当初 とおのスタイル結婚応援事業 

宮城県  H29 当初 みやぎ結婚支援センター事業 

宮城県 石巻市 H29 当初 子育てパパ育成事業 
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都道府県名 市町村名 予算 事業名 

宮城県 石巻市 H29 当初 中学生のための乳幼児とのふれあい体験事業 

宮城県 気仙沼市 H29 当初 ワクワク子育てプログラム（父親の育児参加促進事業） 

宮城県 気仙沼市 H29 当初 乳幼児親子の学校訪問（中高生の赤ちゃんふれあい事業） 

秋田県  H28 補正 企業と共に取り組む秋田の結婚支援事業 

秋田県  H28 補正 あきた結婚支援センター出張センター開設事業 

山形県  H29 当初 男性の家事・育児参画促進事業 

山形県  H29 当初 学生・若手社会人向けのライフデザイン形成支援 

山形県  H29 当初 三世代家族情報発信事業 

山形県 鶴岡市 H29 当初 つるおか婚シェルジュ婚活支援事業 

山形県 酒田市 H29 当初 妊娠・出産・子育てに対する知識の普及・啓発事業 

山形県 酒田市 H29 当初 結婚推進支援事業 

山形県 新庄市 H29 当初 結婚活動支援事業 

山形県 新庄市 H29 当初 子育て応援企業支援事業 

山形県 新庄市 H29 当初 結婚・子育てポジティブキャンペーン事業 

山形県 村山市 H29 当初 子育て支援情報発信アプリ導入事業 

福島県  H28 補正 市町村連携事業 

福島県  H28 補正 
企業等の結婚支援取組に係る調査・分析、及び総合的な結婚支

援の実施計画の策定事業 

福島県  H28 補正 ふくしま結婚希望者サポーター（仮称）掘り起し事業 

福島県  H29 当初 ふくしま結婚マッチングシステム運営事業 

福島県  H29 当初 結婚支援フォーラムの開催事業 

福島県 福島市 H29 当初 福島市出会いの場創出事業 

福島県 会津若松市 H28 補正 若者の結婚に関する意識及び企業・団体等の取組状況等調査事業 

福島県 会津若松市 H28 補正 結婚支援地域連携及び総合的な結婚支援の実施計画書策定事業 

福島県 いわき市 H28 補正 結婚支援実施計画策定等事業 

福島県 いわき市 H28 補正 企業・団体等の出会いサポート促進事業 

福島県 相馬市 H29 当初 婚活支援「出会いの場」創出事業 

福島県 二本松市 H29 当初 二本松市結婚推進支援事業 

福島県 本宮市 H29 当初 まちひと 魅力度倍増プロジェクト 

茨城県  H28 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 

茨城県  H28 補正 世代をつなぐライフデザイン形成支援事業 

茨城県  H29 当初 いばらき出会いサポートセンターシステム改良事業 

茨城県  H29 当初 いばらき出会いサポートセンター結婚なんでも相談強化事業 

茨城県  H29 当初 結婚支援者スキルアップセミナー開催事業 

茨城県  H29 当初 祖父母手帳発行事業 

茨城県 取手市 H29 当初 レッツトライ高校生講座 
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都道府県名 市町村名 予算 事業名 

茨城県 鉾田市 H29 当初 ほこた婚活応援事業 

栃木県  H28 補正 とちぎマリサポソリューショントーク事業 

栃木県  H29 当初 とちぎ結婚応援カード事業 

栃木県 鹿沼市 H28 補正 赤ちゃんが伝える命の温もりプロジェクト 

栃木県 矢板市 H29 当初 ハッピーチェーン（幸せの輪をつなげる伝道師）事業 

群馬県  H28 補正 ぐんま結婚支援連携協議会 

群馬県  H28 補正 コンパス＆ぐ～ちょきプロモーション事業 

群馬県  H28 補正 企業・団体等との連携強化による赤い糸プロジェクト推進事業 

群馬県  H28 補正 地域の結婚応援事業費補助 

群馬県  H28 補正 未来を描くライフプランニング・キャリア形成推進事業 

群馬県 沼田市 H29 当初 ハッピープロジェクト事業（地域で見守る縁結び） 

群馬県 沼田市 H29 当初 未来のライフデザイン啓発事業 

埼玉県  H28 補正 職場の交流応援事業 

埼玉県 加須市 H29 当初 子育て参加機運醸成事業 

埼玉県 ふじみ野市 H29 当初 子育て応援手帳（仮称）作成事業 

千葉県 銚子市 H29 当初 ライフステージセミナー 

千葉県 我孫子市 H29 当初 
我孫子市社会福祉協議会の結婚相談業務の事業充実（少子化対

策検討プロジェクト） 

千葉県 鎌ケ谷市 H29 当初 ライフデザイン事業 

千葉県 香取市 H29 当初 婚活事業 かとり縁結び大作戦 

千葉県 いすみ市 H29 当初 いすみ市の魅力発信とイベント事業 

千葉県 いすみ市 H29 当初 婚活推進事業 

千葉県 いすみ市 H29 当初 婚活支援団体養成事業 

千葉県 いすみ市 H29 当初 夢をかなえるライフプランニング事業 

千葉県 いすみ市 H29 当初 エンジョイ・スローライフ事業 

千葉県 いすみ市 H29 当初 パパだいすき事業 

千葉県 栄町 H29 当初 あなたのベストパートナー探し支援事業 

千葉県 栄町 H29 当初 フレー！フレー！パパ・ママ～栄町子育て応援団事業 

千葉県 多古町 H29 当初 セカンドブック事業 

千葉県 多古町 H29 当初 婚活支援推進事業 

東京都  H29 当初 子育て支援パスポート事業 

東京都 文京区 H28 補正 ライフデザイン交流会応援事業 

東京都 品川区 H29 当初 父親のための親育ちワークショップ 

東京都 品川区 H29 当初 父親の子育て参画促進事業 

東京都 品川区 H29 当初 赤ちゃんとのふれあい事業 

東京都 中野区 H29 当初 若年層への妊娠・出産を通じてのライフプラン講座 



- 206 - 
 

都道府県名 市町村名 予算 事業名 

東京都 八王子市 H29 当初 赤ちゃんふれあい事業 

神奈川県  H28 補正 神奈川県の結婚支援プラットフォームによる総合的な結婚支援 

神奈川県  H29 当初 かながわ父親育児参画推進事業  

神奈川県  H29 当初 ライフキャリア教育かながわモデル発信事業 

神奈川県 横浜市 H29 当初 地域における父親育児支援講座開催支援事業 

神奈川県 横浜市 H29 当初 未婚者・親、二十歳を迎える市民等向け啓発・情報提供 

神奈川県 横浜市 H29 当初 子育て家庭応援事業 

新潟県  H28 補正 企業・団体等への結婚支援の取組醸成 

新潟県  H29 当初 少子化対策に係る企業等との協働の仕組み構築事業 

新潟県 長岡市 H29 当初 思春期向け次代の親育成事業 

新潟県 新発田市 H29 当初 新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業 

新潟県 佐渡市 H29 当初 子育て・孫育て応援事業 

新潟県 魚沼市 H28 補正 企業向け結婚支援促進事業 

富山県  H28 補正 官民連携「富山で結婚」トータルサポート事業 

富山県  H28 補正 「とやま結婚応援団」レベルアップ＆連携強化事業 

富山県  H28 補正 とやまの高校生ライフプラン教育充実事業 

富山県  H28 補正 とやまの子ども 夢・ふるさと発見事業（中学校版） 

富山県  H29 当初 ＴＯＹＡＭＡハッピーライフキャンペーン 2017 

富山県  H29 当初 とやまマリッジサポートセンター機能強化・会員登録促進事業 

富山県  H29 当初 結婚関係事業者連携事業 

富山県 砺波市 H29 当初 「ライフ・プラン」アカデミー事業 

富山県 砺波市 H29 当初 若者婚育事業 

富山県 小矢部市 H29 当初 おやべの縁結びさん活動支援事業 

富山県 入善町 H29 当初 入善町結婚応援事業 

富山県 入善町 H29 当初 入善町子育て支援サテライト整備事業 

富山県 

高岡地区

広域圏事

務組合 

H29 当初 広域婚活支援事業 

石川県  H28 補正 結婚支援推進体制強化事業① 

石川県  H28 補正 結婚支援推進体制強化事業② 

石川県  H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 金沢市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 七尾市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 小松市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 輪島市 H29 当初 輪島市若者交流創出事業  

石川県 輪島市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 
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都道府県名 市町村名 予算 事業名 

石川県 珠洲市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 加賀市 H29 当初 ライフプランニングセミナー開催事業 

石川県 加賀市 H29 当初 「かが縁結びさん」養成事業 

石川県 加賀市 H29 当初 「婚活力」セミナー開催事業 

石川県 加賀市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 羽咋市 H29 当初 縁結び city💛💛羽咋の「心結び」事業 

石川県 羽咋市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 かほく市 H29 当初 育児啓発推進事業 

石川県 かほく市 H29 当初 結婚スキルアップ事業 

石川県 かほく市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 白山市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 能美市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 野々市市 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 川北町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 津幡町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 内灘町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 志賀町 H28 補正 企業における独身従業員への結婚支援事業 

石川県 志賀町 H29 当初 しかまち縁結び支援事業 

石川県 志賀町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 宝達志水町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 中能登町 H29 当初 結婚推進強化事業 

石川県 中能登町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 穴水町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

石川県 能登町 H29 当初 プレミアム・パスポート対象世帯拡大事業 

福井県  H28 補正 めいわくありがた縁結び推進事業 

福井県  H28 補正 
めいわくありがた縁結び推進事業（ふくい結婚応援企業 PR 事

例集制作事業） 

福井県  H29 当初 「家族の日フォーラム in ふくい」開催事業 

福井県 福井市 H29 当初 出愛♥恋々（であいこいこい）応援事業 

福井県 越前市 H28 補正 赤ちゃん抱っこ体験支援事業 

山梨県  H28 補正 山梨県 縁結びサポート事業（若者応援ネットワーク事業） 

山梨県  H28 補正 山梨県 縁結びサポート事業（出会いフォローアップ事業） 

山梨県  H29 当初 やまなし子育て応援カード事業費 

山梨県 北杜市 H29 当初 結婚支援事業 

山梨県 北杜市 H29 当初 思春期教育事業 

長野県  H28 補正 官民協働による総合結婚支援事業 
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長野県  H28 補正 企業の結婚支援促進事業 

長野県  H28 補正 長野県婚活支援センター運営事業 

長野県 長野市 H29 当初 若者のライフデザイン形成支援事業 

長野県 上田市 H29 当初 上田市結婚支援事業 

長野県 須坂市 H29 当初 結婚支援事業 

長野県 駒ヶ根市 H29 当初 えがお出会いサポート事業 

長野県 東御市 H29 当初 青年期のライフデザイン講座 

長野県 東御市 H29 当初 いのちをつなぐ♡乳幼児ふれあい体験講座 

長野県 東御市 H29 当初 結婚活動支援事業「であうとうみ」 

長野県 宮田村 H29 当初 宮田村子育て男前活躍事業 

長野県 宮田村 H29 当初 宮田村マッチングサポート事業 

長野県 小布施町 H28 補正 未婚率上昇等の要因調査・分析事業 

長野県 高山村 H29 当初 高山村結婚・子育てライフまるごと応援事業「結婚支援編」 

長野県 山ノ内町 H29 当初 結婚活動応援事業 

岐阜県  H28 補正 企業向け結婚応援セミナー開催事業 

岐阜県  H28 補正 岐阜県結婚支援ネットワーク拠点整備事業 

岐阜県  H29 当初 ライフプランを考える啓発プロジェクト事業 

岐阜県  H29 当初 若者に対するライフプランニング講座支援事業 

岐阜県  H29 当初 岐阜県子育て家庭応援事業 

岐阜県 山県市 H29 当初 体験型保育事業 

岐阜県 八百津町 H29 当初 やおつ「学べる」結婚相談事業 

静岡県  H28 補正 ふじのくに出逢いサポート地域連携推進事業 

静岡県  H28 補正 総合的な結婚支援の実施計画事業 

静岡県  H29 当初 「さんきゅうパパ」ハッピーフォト事業 

静岡県  H29 当初 ライフデザイン応援事業 

静岡県  H29 当初 赤ちゃんと学ぶ、大学生のための子育て体験学習事業 

静岡県 静岡市 H29 当初 出会いの機会創出事業 

静岡県 静岡市 H29 当初 ライフデザイン構築啓発事業 

静岡県 浜松市 H29 当初 はままつ婚活イベント実施事業 

静岡県 浜松市 H29 当初 はままつ婚活アドバイザー事業 

静岡県 浜松市 H29 当初 はままつ“親”婚活セミナー＆交流会 

静岡県 浜松市 H29 当初 家族形成意識の醸成事業 

静岡県 沼津市 H29 当初 縁結び隊活用婚活イベント事業 

静岡県 熱海市 H29 当初 観光業における結婚観等意識調査事業 

静岡県 熱海市 H29 当初 子育て支援アプリ構築事業 

静岡県 伊東市 H29 当初 親性準備教育事業 
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静岡県 富士市 H29 当初 富士市結婚相談・縁結び支援事業 

静岡県 富士市 H29 当初 「ふじマリッジサポート」ポジティブキャンペーン事業 

静岡県 藤枝市 H29 当初 ふじえだであい事業 

静岡県 藤枝市 H29 当初 ささえ愛の輪創造事業 

静岡県 裾野市 H29 当初 若者世代の地域とのつながりづくり・結婚支援 

静岡県 裾野市 H29 当初 みらいのパパ・ママスクール 

静岡県 裾野市 H29 当初 地域におけるきめ細やかな子育て支援体制強化事業 

静岡県 牧之原市 H29 当初 地域が支える若者のスキルと意識向上事業 

静岡県 清水町 H29 当初 ライフデザイン講座~生まれてきてくれて ありがとう~ 

静岡県 小山町 H29 当初 おやまで縁結び結婚応援事業「フェイズ１ ＭＡＺＵＷＡ」 

愛知県  H28 補正 結婚支援推進事業計画の策定 

愛知県  H28 補正 企業と一体となった結婚支援事業 

愛知県  H29 当初 イクメン・イクジィ育成推進事業 

愛知県 豊橋市 H29 当初 親向け結婚支援セミナー 

愛知県 豊橋市 H29 当初 結婚・ライフデザイン応援セミナー 

愛知県 豊橋市 H29 当初 結婚相談事業 

愛知県 豊橋市 H29 当初 婚活サポーター養成事業 

愛知県 豊橋市 H29 当初 企業の従業員出会いづくり事業 

愛知県 豊川市 H29 当初 結婚相談事業 

愛知県 豊川市 H29 当初 結婚支援セミナー事業 

愛知県 豊田市 H29 当初 中学生とあかちゃんのふれあい体験 

愛知県 常滑市 H28 補正 
結婚の希望を叶えるためのニーズ把握調査・分析及び実施計画

策定 

愛知県 常滑市 H28 補正 高校生を対象としたライフデザインスクール 

愛知県 知立市 H29 当初 知立市結婚支援事業 

愛知県 岩倉市 H29 当初 いわくらであいサポート事業 

愛知県 岩倉市 H29 当初 いわくら結婚妊出産子育て"機運 UP"リーフレット作成事業 

愛知県 岩倉市 H29 当初 いわくらでつながる”28歳の集い”事業 

三重県  H28 補正 複数企業による交流機会の提供補助事業 

三重県  H28 補正 みえの出逢い応援団体強化事業 

三重県  H28 補正 出逢い支援実施計画策定及び市町連携促進事業 

三重県  H28 補正 大学生の結婚等意識調査及び大学のライフプラン教育促進事業 

三重県  H28 補正 
労使協働による企業の結婚支援の考え方及び勤労者の結婚に

関する意識等調査事業 

三重県  H28 補正 ネットワーク等会員企業に向けた結婚支援事業 

三重県  H28 補正 企業による地域結婚応援促進事業 
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三重県  H29 当初 子育て応援情報発信事業 

三重県 伊勢市 H28 補正 企業の結婚支援促進事業 

三重県 名張市 H29 当初 なばり出逢い創造事業 

三重県 熊野市 H29 当初 婚活サポーター事業 

三重県 熊野市 H29 当初 図書館を活用した自然な出会い創造事業 

三重県 いなべ市 H28 補正 いなべ市結婚支援・企業等連携促進事業 

三重県 いなべ市 H29 当初 結婚支援実施計画に向けた魅力ある交流機会の創出事業 

三重県 伊賀市 H28 補正 伊賀の企業・団体等の連携による結婚支援実施計画策定事業 

三重県 東員町 H29 当初 結婚支援事業 

滋賀県  H28 補正 
あいはぐプロジェクト応援団事業~愛を育み、人を育み、地域

を育む~ 

滋賀県  H28 補正 ライフデザイン形成支援事業 

滋賀県  H28 補正 職場の交流応援事業 

滋賀県  H29 当初 滋賀でもっと家族になろう推進事業 

滋賀県 甲賀市 H29 当初 結婚支援員を活用した婚活スクール 

滋賀県 甲賀市 H29 当初 タブレット端末を使用した結婚相談事業 

京都府  H28 補正 きょうと婚活応援センター事業 

京都府  H28 補正 若者ライフデザイン・育児と仕事両立体験事業費 

京都府  H28 補正 子育て学習プログラム推進事業費 

京都府  H29 当初 子どもを育む文化創造事業費 

京都府  H29 当初 学校と連携した妊娠・出産に関する啓発事業費 

京都府  H29 当初 子育て支援パスポート全国共通展開拡大事業費 

京都府  H29 当初 子育てピアサポート事業 

京都府  H29 当初 きょうと婚活応援センター事業費  

京都府 京都市 H29 当初 次世代はぐくみプロジェクト事業 

京都府 南丹市 H29 当初 少子化対策推進事業 

大阪府  H28 補正 「おおさか結婚応援カード」事業 

大阪府 豊中市 H29 当初 ライフデザイン支援講座 

大阪府 東大阪市 H29 当初 結婚支援事業 

兵庫県  H28 補正 結婚から子育て支援ネットワーク強化事業 

兵庫県  H28 補正 「ひょうご出会い支援事業」にかかる体制強化事業 

兵庫県  H28 補正 大学生結婚・子育て未来体験支援事業 

兵庫県  H29 当初 少子対策ネットワーク構築事業 

兵庫県 明石市 H29 当初 明石市出会いサポート事業 

兵庫県 豊岡市 H29 当初 ボランティア仲人養成事業 

兵庫県 宝塚市 H29 当初 生命の尊さ講座事業 
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兵庫県 川西市 H29 当初 乳幼児ふれあい体験「赤ちゃん先生プロジェクト」事業 

兵庫県 加西市 H29 当初 未婚率県内ワースト１位返上大作戦 

兵庫県 神河町 H29 当初 赤ちゃんふれあい体験授業 

奈良県  H28 補正 なら結婚応援体制整備事業 

奈良県  H28 補正 企業・団体向け結婚応援セミナー開催事業 

奈良県  H28 補正 なら結婚応援企業・団体開拓事業 

奈良県  H28 補正 企業・団体等による結婚応援等事業補助 

奈良県  H29 当初 パパの育児参画普及啓発事業 

奈良県  H29 当初 次代の親育成事業 

奈良県 橿原市 H29 当初 かしはら結婚サポーター育成事業 

奈良県 桜井市 H29 当初 BP プログラム等を活用した子育て支援・機運醸成事業 

奈良県 上牧町 H29 当初 上牧町出会い・結婚応援事業 

和歌山県  H29 当初 結婚・子育て応援企業支援 

和歌山県 和歌山市 H29 当初 和歌山市若者出会い・結婚応援事業 

和歌山県 橋本市 H29 当初 橋本 de 愛創出事業 

鳥取県  H28 補正 鳥取県結婚支援ネットワーク化事業 

鳥取県  H28 補正 山陰両県連携婚活応援プロジェクト事業 

鳥取県  H28 補正 ふれあい体験ライフプランセミナー開催事業 

鳥取県  H29 当初 お届けします！楽しい子育て・孫育て講座事業 

鳥取県  H29 当初 鳥取県における出生率地域格差要因分析事業 

鳥取県  H29 当初 
結婚応援機運醸成キャンペーンと連動したイクメン養成キャ

ラバン事業 

鳥取県  H29 当初 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 

鳥取県 鳥取市 H28 補正 みんなで婚活サポート事業 

島根県  H28 補正 山陰両県連携婚活応援プロジェクト事業 

島根県  H28 補正 乳幼児ふれあい体験と生の楽習講座事業 

島根県  H29 当初 若者に対するライフプラン設計講座事業 

島根県  H29 当初 
民間商業施設と連携したこっころパスポート全国展開切替拡

大事業 

島根県  H29 当初 
縁結びボランティア「はぴこ」のネットワーク＆ブラッシュア

ップ事業 

島根県  H29 当初 「しまね縁結びサポート企業」活性化事業 

岡山県  H29 当初 
少子化突破に向けたユースプロジェクト～男性の家事・育児参

画応援事業～ 

岡山県  H29 当初 結婚に関する機運の醸成事業 

岡山県  H29 当初 子育てマルシェ開催事業 
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岡山県  H29 当初 結婚支援パワーアップ事業 

岡山県  H29 当初 Ｕターン結婚応援事業 

岡山県 倉敷市 H28 補正 
結婚・出産・子育ての希望を叶える環境整備に取り組む企業等

支援事業 

岡山県 笠岡市 H29 当初 結婚応援事業 

岡山県 赤磐市 H28 補正 結婚・出産・子育て調査分析事業 

岡山県 矢掛町 H28 補正 
未来の自分を描こう・考えよう～妊孕性って？～ ＆ 乳幼児

とのふれあい体験 

岡山県 矢掛町 H29 当初 父親の子育て参画 

岡山県 矢掛町 H29 当初 妊娠期からの子育て支援 

岡山県 美咲町 H28 補正 みさきサポーター育成事業 

岡山県 美咲町 H28 補正 結婚支援実施計画策定会議 

広島県  H29 当初 出会い・結婚支援こいのわ事業 

広島県  H29 当初 全国結婚支援セミナーｉｎひろしま開催事業 

広島県 府中市 H29 当初 結婚サポート事業 

広島県 府中市 H29 当初 次代を担う若者創造事業 

広島県 庄原市 H28 補正 しょうばら縁結び事業 

広島県 庄原市 H29 当初 しょうばら縁結び事業 

広島県 東広島市 H28 補正 こども未来プロジェクト推進事業 

広島県 府中町 H29 当初 ハッピーウエディングセミナー事業 

広島県 府中町 H29 当初 
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） 

山口県  H29 当初 未来のパパ・ママ！子育て体験交流事業 

山口県  H29 当初 やまぐち子育て応援パスポート事業 

山口県  H29 当初 ぶち幸せおいでませ！結婚応縁事業 

徳島県  H28 補正 徳島県結婚支援プラン作成事業 

徳島県  H28 補正 企業・団体の結婚支援促進事業 

徳島県  H28 補正 若者のライフデザイン形成支援事業 

徳島県  H29 当初 とくしまマリッジサポートセンター運営事業 

徳島県  H29 当初 とくしま結婚支援推進事業 

徳島県  H29 当初 子育て支援パスポート利用促進事業 

徳島県  H29 当初 enjoy!はぐくみプロジェクト 

香川県  H28 補正 かがわ縁結びプラン策定事業 

香川県  H28 補正 縁結びから子育てまで美容-eki 事業 

香川県  H28 補正 協力団体開拓推進事業 

香川県  H29 当初 かがわ縁結び支援強化事業 
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香川県  H29 当初 「イクケン香川」ライフデザイン推進事業 

香川県  H29 当初 さんさんパスポート推進事業 

香川県 高松市 H29 当初 中学生と乳幼児とのふれあい事業 

愛媛県  H28 補正 平成 29 年度 若者によるえひめ未来創造事業 

愛媛県  H28 補正 えひめ結婚戦略サポート事業 

愛媛県  H28 補正 愛顔の婚活サポート事業 

愛媛県  H28 補正 新愛顔の婚活サポート事業 

愛媛県  H28 補正 市町連携型結婚支援センター・サテライト事業 

愛媛県 東温市 H29 当初 東温市縁結びサポーター育成事業 

愛媛県 砥部町 H28 補正 砥部町赤ちゃんふれあい体験事業 

愛媛県 内子町 H29 当初 内子町子育てに温かいまち推進事業 

高知県  H28 補正 高知県異業種等交流会実施支援事業 

高知県  H28 補正 高知県結婚支援プラン作成事業 

高知県  H28 補正 高知県少子化対策県民運動推進事業 

高知県  H28 補正 高知県企業等における結婚支援事業 

高知県  H28 補正 高知県少子化対策県民運動推進事業（取組事例の周知） 

高知県  H29 当初 高知県少子化対策県民運動推進事業 

高知県  H29 当初 
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 

高知県  H29 当初 高知県出会い・結婚・子育て応援窓口運営業務 

高知県  H29 当初 結婚支援システムの再構築（ビッグデータの導入） 

高知県 南国市 H29 当初 南国市結婚・生活実現支援事業 

高知県 馬路村 H29 当初 馬路村コミュニケーションスキルアップ事業 

高知県 いの町 H28 補正 いの町少子化対策実施計画策定事業 

福岡県  H28 補正 若者層の人生設計に関する意識調査 

福岡県  H28 補正 未来の家庭を築く若者の育成・支援事業 

福岡県 北九州市 H29 当初 若者のためのライフデザインセミナー 

福岡県 福岡市 H29 当初 若者のライフプラン作成支援 

福岡県 久留米市 H28 補正 企業・団体婚活支援ネットワーク推進事業 

福岡県 久留米市 H29 当初 
企業・団体婚活支援ネットワーク推進事業（交流機会の創出・

支援事業） 

福岡県 大川市 H29 当初 出会いサポート事業 

福岡県 中間市 H29 当初 幸せむすび応援事業 

福岡県 宗像市 H28 補正 福岡県北部出会いサポートネットワーク事業 

福岡県 福津市 H29 当初 正しい妊娠・出産の知識の学習事業 

福岡県 福津市 H29 当初 「幼老地域づくり」事業 



- 214 - 
 

都道府県名 市町村名 予算 事業名 

福岡県 福津市 H29 当初 プレパパスクール 

福岡県 糸島市 H29 当初 赤ちゃん登校日 

福岡県 大刀洗町 H29 当初 出会い創生プロジェクト 

福岡県 大刀洗町 H29 当初 イキメン創生プロジェクト 

福岡県 大木町 H29 当初 大木町出会い応援事業 

福岡県 福智町 H29 当初 福智町結婚相談事業 

佐賀県  H28 補正 縁カウンターさが事業 

佐賀県  H28 補正 ライフデザイン研修事業 

長崎県  H28 補正 総合的な結婚支援体制構築事業 

長崎県  H28 補正 結婚支援推進事業 

長崎県  H28 補正 地域で支える結婚・子育て応援ネットワーク強化事業 

長崎県  H29 当初 妊産婦等相談支援ネットワーク構築事業 

長崎県  H29 当初 結婚・子育てポジティブキャンペーンプロジェクト事業 

長崎県  H29 当初 「県民総ぐるみ」結婚・子育て応援事業 

長崎県  H29 当初 結婚支援推進事業 

長崎県 長崎市 H28 補正 「ながさきで婚活」応援事業 

長崎県 長崎市 H29 当初 子育てパパ講座開催費 

長崎県 長崎市 H29 当初 赤ちゃんの駅推進費 

長崎県 佐世保市 H29 当初 民間企業育児参加促進事業 

長崎県 壱岐市 H28 補正 
中学生から高校生まで一貫したライフプランニング・キャリア

形成事業 

長崎県 壱岐市 H29 当初 
ワンステップ相談窓口を軸とした切れ目のない結婚・妊娠・出

産・子育て支援の体制作り 

長崎県 西海市 H29 当初 幼児ふれあい体験推進事業 

長崎県 南島原市 H29 当初 自活・結婚に向けた人材育成事業 

長崎県 南島原市 H29 当初 結婚、妊娠・出産、子育てしやすいまち No.1 事業 

長崎県 長与町 H29 当初 長与婚活応援パンフレット作成事業 

熊本県  H28 補正 くまもと結婚支援連絡会議 

熊本県  H28 補正 企業・団体・県民総活躍結婚応援事業 

熊本県  H28 補正 企業・団体・県民総活躍結婚応援事業② 

熊本県 熊本市 H28 補正 
企業における結婚、妊娠・出産、子育て支援推進事例収集・公

表事業 

熊本県 熊本市 H28 補正 
地域資源を活用した地域全体の連携体制の構築並びに結婚世

話人を活用した企業等における独身者への結婚支援事業 

大分県  H28 補正 大分県総合的結婚支援推進事業 

大分県  H29 当初 地域の子育てコミュニティづくり推進事業 
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大分県  H29 当初 若者の出会い・交流促進事業 

大分県 臼杵市 H29 当初 夢と希望を叶える婚活の推進事業 

宮崎県  H28 補正 大学生が自らの未来を描くライフデザイン調査・研究等事業 

宮崎県  H29 当初 ライフデザイン出前講座事業 

宮崎県 宮崎市 H29 当初 縁結びアドバイザー活用事業 

宮崎県 宮崎市 H29 当初 男女交流会に関する事業 

宮崎県 都城市 H28 補正 都城市結婚支援プラン作成事業 

宮崎県 都城市 H28 補正 地域住民総活躍！盆地の婚活支援員育成事業 

宮崎県 都城市 H29 当初 婚活イベント開催事業 

宮崎県 えびの市 H29 当初 出会い応援事業 

鹿児島県  H29 当初 かごしま出会いサポート事業 

鹿児島県  H29 当初 九州地域戦略会議連携事業 

鹿児島県  H29 当初 かごしまイクメン活動促進事業 

鹿児島県 鹿児島市 H29 当初 ライフデザインセミナー開催事業 

鹿児島県 志布志市 H29 当初 
ウエルカム赤ちゃん事業～全ての人が安心して妊娠、出産、子

育てができる環境づくり～ 

鹿児島県 奄美市 H29 当初 働きながら子育てしやすい環境づくり 

鹿児島県 奄美市 H29 当初 子育てにやさしいまちづくり 

鹿児島県 奄美市 H29 当初 ペアレント・プログラム（子育てを楽しむコツ講座） 

鹿児島県 奄美市 H29 当初 子育て応援デイ 

鹿児島県 奄美市 H29 当初 赤ちゃん先生プロジェクト 

沖縄県  H29 当初 沖縄県出会い・交流応援事業 

沖縄県  H29 当初 結婚・子育てポジティブキャンペーンプロジェクト事業 

 


