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Ⅲ．地域少子化対策重点推進交付金事業の事例調査の結果及び政策効果

の分析 
 

1 事例調査の概要 

1-1 調査対象自治体の選定 
本調査研究における地域少子化対策重点推進交付金（以下「交付金」という。）事業の調査対象

は、新潟県新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町、滋賀県、愛媛県の三つの取組事例とした。調査

対象事例の選定は、本調査研究の企画・分析委員会（第１回）において検討した。調査対象事例の

特徴や選定に際して注目した点は以下のとおりである。 

 

■新潟県新発田市、胎内市、聖籠町 「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、聖籠町の２市１町の取組には次のような特徴や注目点があった。 

・２市１町が連携し、交付金を活用して結婚に対する取組を実施していること 

・２市１町が連携し、交付金を活用している取組の工夫や効果を探ることにより、自治体間

が連携して行う事業のモデルケースになると考えられること 

 

■滋賀県「滋賀でもっと家族になろう推進事業」 

滋賀県の取組には次のような特徴や注目点があった。 

・滋賀県では結婚から子育てまで切れ目のない取組を行っていること 

・交付金事業として、ライフデザイン教育に関する取組を行っていること 

・社会全体で若い世代の結婚を応援する機運醸成の取組を行った結果、その取組から広がり

や発展につながっていること 

・民間企業とともに「あいはぐプロジェクト応援団実行委員会」を立ち上げ、官民協働でポジ

ティブキャンペーンを実施しており、様々な主体を巻き込んで機運醸成を図っていること 

 

■愛媛県「愛顔の婚活サポート事業」 

愛媛県の取組には次のような特徴や注目点があった。 

・愛媛県の結婚支援システムが、ビッグデータを活用したマッチング可能性の向上につなが

る取組を実施していること 

・マッチングシステム及びボランティア推進員による支援を効果的に組み合わせていること 

・愛媛県のマッチングシステムが全国の自治体に拡大していること 
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表Ⅲ-1-1 事例調査対象の平成 29 年度地域少子化対策重点推進交付金事業 

実施主体 調査対象事業名 原資となる交付金 

新潟県新発田市、

胎内市、聖籠町 

新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援

事業 

平成 29 年度当初予算 

滋賀県 滋賀でもっと家族になろう推進事業 平成 29 年度当初予算 

愛媛県 愛顔の婚活サポート事業 平成 28 年度第２次補正予算 

平成 29 年度当初予算 

 

1-2 調査の視点 
事例の分析に当たっては、交付金を活用したことによる効果を検証するため、表Ⅲ-1-2 の枠組

みを設定した。また、事業内容については、交付金事業の「実施報告書」、調査時に聞き取った内

容（取組実施までの経緯や事業を推進するための工夫）、調査時に自治体側から提供された資料や

パンフレット等を参照した。 

 

表Ⅲ-1-2 交付金活用により効果が表れると考えられる項目 

①実施したかったが予算の関係上実施できなかった取組を新たに実施できる。 

②地域の課題（自治体が、優先順位が高いと考える少子化対策）に取り組むことができる。 

③少子化対策のための体制が整備（新設、強化、

拡大）できる 

少子化対策に特化した部署の整備 

少子化対策における自治体内での連携 

少子化対策における自治体間での連携 

少子化対策における企業、NPO 等との連携 

④自治体が取り組んでいる事業分野のレパートリーを増やすことができる。 

⑤交付金事業は単発で終わるのではなく、次年度あるいはそれ以降の取組に生かされる。 

⑥交付金活用が少子化対策事業のきっかけとなり、その後の自立した取組実施に寄与する。 
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2 新潟県 新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業 

2-1 調査の概要 
【開催日時、場所、参加者等】 

調査日時：平成 30 年 11 月 21 日（水）13:30～16:45 

会場：新発田市役所４階 議会応接室、新発田市駅前複合施設イクネスしばた（２市 1町

の事業で使用される会場の見学） 

対象事業：新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業 

出席自治体・機関 

・新発田市みらい創造課定住促進・婚活応援室 

・胎内市総合政策課企画政策係 

・聖籠町総務課総合政策係 

・企画・分析委員（NPO 法人 全国地域結婚支援センター（P-Co ネット） 代表 板本委員） 

・内閣府子ども・子育て本部 少子化対策担当 

・社会システム株式会社 

【調査の目的】 

新潟県新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町が連携することになった経緯を把握し、交付金

を活用した婚活事業を通じて、２市１町がどのように連携体制を構築していったかを確認する。

また、交付金を活用した効果を２市１町のそれぞれの担当課（係）がどのように捉えているの

かを確認する。 

 

2-2 定住自立圏婚活支援事業の概要 
(1) 定住自立圏婚活支援事業の実施までの経緯 

新潟県の新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町は、平成の大合併までは北蒲原郡の７市町村で

構成されていた。昭和 45 年には、新発田地域広域市町村圏協議会が設置され、昭和 46 年には新

発田地域清掃事務処理一部事務組合や新発田地域広域事務処理一部事務組合が設立された。これ

らの一部事務組合のうち、清掃事務処理一部事務組合については昭和 50 年に解散し、広域事務処

理一部事務組合はその名称を「新発田地域広域事務組合」に変更のうえ複合事務組合とし、ごみ

処理や消防、し尿処理や葬祭センターなどを手がけるようになった。その後も、平成年間を通じ

て各種の事業を共同で実施してきた。後述する新発田地域の定住自立圏形成協定もこうした蓄積

を踏まえて登場したものである。 

平成の大合併では、２市１町のうち、新発田市（平成 15 年に豊浦町、平成 17 年に紫雲寺町及

び加治川村を編入）、胎内市(平成 17 年に中条町及び黒川村と合併)がそれぞれに市町村合併を行

い、現在の市町の形となった。なお、聖籠町は平成の大合併での合併は経験していない。それぞれ

の市町の人口規模（平成 30 年１月１日現在の住民基本台帳）は、新発田市が 98,912 人、胎内市

が 29,765 人、聖籠町が 14,329 人である。 

新発田市では、平成 24 年度から平成 27 年度まで自主財源により、結婚の希望を叶えるための

婚活事業に取り組み、平成28年度からは交付金を活用した婚活支援事業を実施するようになった。

なお、新発田市人口ビジョン（平成 27 年 10 月）策定の際に市民アンケートを行い、若い世代が

独身でいることの理由などを尋ねたところ、最も多い理由が「相手に巡り合わないから（53％）」
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という回答であったとのことである。 

胎内市では、平成 26 年度からブライダルアドバイザーの支援及び婚活イベントを実施するよう

になった。胎内市では経費負担と事業参加者の集客に苦慮していたという。そこで、平成 27 年度

からは地方創生先行型交付金を活用して婚活事業を実施し、平成 28 年度には胎内市単独で交付金

を活用し、婚活事業に乗り出すようになった。 

聖籠町は、平成 17 年以降人口増加が続いており、平成 26 年度と平成 27 年度の婚姻数に大きな

変動はなかった。人口増減の内訳は、生産年齢人口（15～64 歳）は増加傾向にある一方、年少人

口（０～14 歳）の減少傾向が続いており、老齢人口（65 歳以上）は一貫して増加基調にある。な

お、町独自での婚活支援事業はこれまで実施していなかったという。聖籠町が平成 27 年に実施し

た町民アンケートでは「相手に巡り合わない」ことが未婚でいる主な理由であったという。 

平成 28 年 10 月、新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町は、定住自立圏形成協定を締結した。

定住自立圏形成協定の締結を受け、２市１町では連携して「相手に巡り合わない」という問題に

取り組むこととし、婚活を支援する事業を企画立案することとした。なお、交付金を活用した本

調査研究対象の婚活支援事業は、２市１町が定住自立圏形成協定に基づき取り組む 21 事業の一つ

である。 

 

(2) 定住自立圏婚活支援事業の内容 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町の定住自立圏協定に基づき実施している婚活支援事業の

内容及び特徴は以下の五点である。 

 

①セミナーと婚活イベントを組み合わせた事業内容 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では「結婚

に対する取組」で交付金を活用し、コミュニケーシ

ョンセミナー（恋愛関係等におけるコミュニケーシ

ョンスキルを身に付けるセミナー）、ライフデザイ

ンセミナー、婚活イベント（出会いの場を創出する

イベント）を開催している。 

セミナーと婚活イベントとの関係については、セ

ミナー受講だけ、婚活イベント参加だけといった参

加形態ではなく、セミナーと婚活イベントを組み合

わせた事業となっている（セミナー受講後に婚活イ

ベントに参加）。 

平成 29 年度の婚活サークル（コミュニケーショ

ンセミナー、ライフデザインセミナー、婚活イベン

トで構成される事業）は計６回開催し、その総まと

めとしての交流会（拡大イベント）も開催されてい

たという。参加者は、２市１町だけでなく県内各地

から総勢 200 人の参加があったという。 

なお、新発田市が単独で交付金を活用した平成28

図Ⅲ-2-1 ２市１町主催の婚活イベントの参加者 

募集広告      出典：新潟 Komachi 
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年度の婚活支援事業でも、ライフデザインセミナーと婚活イベントの両方を実施していたとのこ

とであった。 

 

②セミナーと婚活イベントを組み合わせた背景 

定住自立圏協定に基づき、新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では、出会う前から理想とする

結婚の希望を叶えるまで、切れ目のない婚活支援を行い、圏域内の未婚・晩婚化に歯止めをかけ

るという共通の目的で婚活支援事業に取り組むようになったという。 

新たな事業の企画に際しては、婚活イベントだけでなく、ライフデザインセミナー、アフター

フォロー（婚活サポート）を組み合わせることで、結婚がしたいと考える若い世代の参加を促進

する事業を検討したとのことであった。 

 

③婚活サポート 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では、婚活イベント開催中から世話焼きスタッフ（異性間

コミュニケーション認定講師。一般社団法人異性間コミュニケーション協会が認定した講師で、

異性間のコミュニケーションに関する講演や研修において講師を務める。）が、参加者一人ひとり

に寄り添い、個別にフォローを行うことにより、多くのカップルが誕生するように導くサポート

体制の構築について工夫をしたとのことであった。 

具体的には、婚活イベント終了後、世話焼きスタッフがカップルになった人への交際進捗の確

認、対面形式の個別相談、メールによるカウンセリングなどを行っているとのことであった。 

 

④定住自立圏婚活支援事業の実施におけるその他の工夫点 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では、事業を周知する方法の一つとして、企業に対してイ

ベントやセミナーのポスターの掲示や社員への参加を依頼した。この結果、企業から自社従業員

のイベントへの参加要望がある一方で、「社員への押し付けと受け取られるのではないか」と懸念

した企業側の判断により協力を断られる場合もあったという。 

地元で開催されるイベントへの男性と女性の参加傾向が異なっており、男性の３分の２が地元

からの参加、女性の３分の２が市外から参加する傾向にあった。定員に余裕があれば圏域外に居

住する人の参加も許容する形式で実施したため、どの回のイベントも定員に達したという。 

 

⑤定住自立圏婚活支援事業の実施において協議・調整している事項 

 定住自立圏協定に基づく新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町の婚活支援事業は平成 29 年度

より開始されている。 

 ２市１町で行われる事業は、一括して新発田市が内閣府への交付申請を行い、その事業費の２

分の１を交付金により賄い、残り２分の１の事業費を各市町の人口比率で分担しているという。 

一般的には単一の自治体内部でも部署を横断して事業を推進することは難しい。定住自立圏協

定に基づく複数の自治体を横断する取組はさらに難度の高い事業となる。そこで２市１町では、

担当者が事業調整等の打合せ、協議を頻繁に実施しているとのことであった。なお、２市１町は、

車を利用して 30 分程度で移動できる位置関係にあり、頻繁に協議、相談ができる状況にあるとの

ことであった。また、事業計画の素案は、２市１町の担当課長で構成する定住自立圏のワーキン 
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図Ⅲ-2-2 新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏 平成 29 年度婚活支援事業  出典：平成 29 年度婚活支援事業計画 
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グ部会（事業計画の立案や進捗管理を行う）で検討しているとのことであった。 

 

(3) 定住自立圏婚活支援事業における効果 

 以下では、新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町が定住自立圏婚活支援事業について、主に担当

部署が認識している事業効果をヒアリングの結果に基づいてまとめる。ここで事業効果としたもの

の中には、交付金の効果だけではなく、定住自立圏形成協定を締結したことによる効果も含まれる。

ここで紹介する事業効果は以下の六点である。 

 

①実施したかったが予算の関係上実施できなかった取組を新たに実施できる 

平成 29 年度に交付金を活用して実施した定住自立圏婚活支援事業の状況は以下のとおりであ

る。 

・開催した婚活サークル（セミナーと婚活イベント）計６回の参加者：186 人 

・拡大イベント参加者：199 人 

・婚活サポートにより個別カウンセリングを受けた人：30 人 

・交際を始めたカップルの交際後の進捗が確認できた人：66 人 

（※平成 28 年度のライフデザインセミナーの参加者（３回開催）：106 人） 

 

新発田市では、平成 24 年度から平成 27 年度まで自主財源により婚活事業に取り組んでいたと

いう。しかし、財政が厳しい状況にあり、婚活事業の予算を確保することが難しくなっていたと

いう。交付金を活用することで婚活支援事業を継続するための財源が確保できるようになったと

のことであった。さらに、平成 29 年度には、２市１町で経費を負担し合うことで、より少ないコ

ストで婚活事業を実施することが可能となったという。なお、新発田市は、交付金を活用する前

の平成 27 年度事業費と平成 29 年度事業費を比較すると、878 千円のコストが削減されていると

いう。具体的な事業としては、市単独で実施していた婚活イベント回数を維持しつつ、ライフデ

ザインセミナーやコミュニケーションセミナーの開催回数を増やすことが可能となったとのこと

である。 

 

・平成 27 年度には、婚活イベントを実施 

・平成 28 年度と平成 29 年度には、ライフデザインセミナー、コミュニケーションセミナー

（平成 28 年度は新社会人を対象としたセミナー）、婚活イベント、婚活サポートを実施 

 

胎内市では、平成 27 年度には地方創生先行型交付金を活用して婚活事業を実施していた。さら

に、平成 28 年度には胎内市単独で交付金を活用して婚活事業を実施した。これに対し、平成 29 年

度に２市１町で経費を負担し合うことで、胎内市単独で実施していたときよりもコストを削減さ

せ、婚活イベントの回数を増加させることができたという。なお、胎内市では、単独で交付金を活

用していた平成 28 年度事業費と、２市１町が連携した平成 29 年度事業費を比較すると、223 千円

のコストが削減されているとのことである。具体的な事業については、市単独で実施していた婚

活イベント回数を増やしつつ、新たにライフデザインセミナーの開催が可能となったということ

であった。 
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・平成 27 年度と平成 28 年度には、新発田市と胎内市で婚活イベントを共同実施 

・平成 28 年度には、胎内市でブライダルアドバイザーの支援、婚活を希望する男女のマナー

研修を実施 

・平成 29 年度には、２市１町でライフデザインセミナー、コミュニケーションセミナー、婚

活イベント、婚活サポートを実施 

 

 聖籠町では、定住自立圏婚活支援事業を実施する以前に婚活イベントを実施していなかったが、

「人口１万３千人程度の小規模な町では、多くの参加者を募る婚活イベントの実施は難しく、２市

1町が連携することで、広域を対象とした事業が実施できている」とのことであった。 

 なお、平成 27 年度から平成 29 年度における婚活イベント等の開催回数は表Ⅲ-2-2 のとおりで

ある。 

 

 

単位：千円 

事業年度 実施自治体 
内閣府 

交付額 

地方創生先

行型交付金 

交付金等

補助率 

新発田市 

負担額 

胎内市 

負担額 

聖籠町 

負担額 
事業総額 

平成 27 年度 

新発田市 0 0 ― 2,732 0 0 2,732 

胎内市 0 1,553 10／10 0 0 0 1,553 

2 市 1 町計 0 1,553 ― 2,732 0 0 4,285 

平成 28 年度 

新発田市 3,394 ― 10／10 80 0 0 3,474 

胎内市 760 ― 1／2 0 760 0 1,520 

2 市 1 町計 4,154 ― ― 80 760 0 4,994 

平成 29 年度 2 市 1 町計 2,565 ― 1／2 1,854 537 254 5,210 

平成 30 年度 2 市 1 町計 2,543 ― 1／2 1,928 531 254 5,256 

 

 

 

 

 

 

 

年度

イベント及
びセミ
ナーの種
類

婚活
イベント

拡大イベ
ント(婚活
イベントの
総まとめと
して開催)

ライフ
デザイン
セミナー

コミュニ
ケーショ
ンセミ
ナー及び
マナー研
修等

婚活
イベント

拡大イベ
ント(婚活
イベントの
総まとめと
して開催)

ライフ
デザイン
セミナー

コミュニ
ケーショ
ンセミ
ナー及び
マナー研
修等

婚活
イベント

拡大イベ
ント(婚活
イベントの
総まとめと
して開催)

ライフ
デザイン
セミナー

コミュニ
ケーショ
ンセミ
ナー及び
マナー研
修等

新発田市 6 1 － 6 4 2 3 4 4 1 4 4

胎内市 4 － － － 3 － － 2 1 － 1 1

聖籠町 － － － － － － － － 1 － 1 1

－：実施していない

平成27年度 平成28年度 平成29年度

表Ⅲ-2-1 ２市１町の定住自立圏婚活支援事業のコスト削減効果 

表Ⅲ-2-2 ２市１町におけるイベント等開催回数 
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②地域の課題（自治体が、優先順位が高いと考える少子化対策）に取り組むことができる 

新発田市では、平成 24 年度からまちづくり総合計画において「住みよいまち日本一 健康田園

文化都市・しばた」を掲げている。また、平成 28 年度からの総合計画では、今後のまちづくりに

おいて重視すべき「少子化対策」「産業振興」「教育の充実」の三つの視点を掲げている（計画期間

平成 28 年～平成 35 年）。「少子化対策」はこの三つの視点の筆頭に掲げられている。さらに、年

度ごとに策定される新発田市政策大綱においても「出会い、子育て環境の充実」が触れられてい

る。平成 26 年度の政策大綱では、基本目標のⅡの「健康・医療・福祉」の下に「子育て」が掲げ

られており、少子化・人口減少対策が打ち出されていた。平成 27 年度の政策大綱では、大綱指針

の①に「少子化対策」を掲げられており、「地域全体で子育てを支え、未来を担う子どもたちを安

心して産み、育てることのできる環境づくりを推進します。」とされていた。平成 28 年度の政策

大綱では、総合計画の改定及び国の地方創生と連動し、「少子化対策」「産業振興」「教育の充実」

が掲げられるとともに、市政運営方針の３に「しばた流『子育てサイクル』の確立」が掲げられ、

「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ことが打ち出されていた。平成 29 年度の政

策大綱では、「結婚・出産・子育て（出会い、子育て、教育など）」の柱立てが示された上で、その

下に「出会い、子育て環境の充実」や「教育基盤の充実」が掲げられていた。平成 30 年度の政策

大綱では、平成 29 年度の柱立てが継承されている（サブタイトルは「子育て支援と充実、教育な

ど」に変更）。以下の引用は、平成 29 年度の政策大綱の中から「出会い、子育て環境の充実」の項

目を抜き出したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胎内市では、平成 27 年度に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「雇用環

境」「子育て環境」「生活環境」の三本柱が戦略の体系として示されている。 

これら三つの柱は、胎内市の課題を踏まえた優先的な戦略と考えられるものであり、その戦略

の一つである「子育て環境」において、基本目標として「“胎内”の名にふさわしい安心して結婚・

出産・子育てができる環境を整備する」が掲げられている。また、講ずべき施策の基本的方向とし

て「出会いから結婚・出産までの支援」が掲げられている。 

 

 

 

出典：新発田市 平成 29 年度政策大綱 
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聖籠町は、町単独では効果の発現が見込めない婚活事業を、２市１町の連携事業により広域で

実施できることとなったとしている。 

聖籠町では、「結婚支援の取組は町の課題の中では優先的に実施する位置付けではないものの、

庁内では、交付金を活用することが国の施策に合致することとしてコンセンサスは得られやすい

と考えている」とのことであった。 

新発田市と胎内市では優先度の高い取組として結婚支援を掲げており、聖籠町では庁内のコン

センサスが得やすい取組として結婚支援を捉えているということであった。 

 

③少子化対策のための体制が整備（新設、強化、拡大）できる 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では、交付金に

関するとりまとめを、企画・政策部門（交付金活用の所

管部署）が管理している。また、妊娠・出産、子育てに

関する具体的な事業は、それぞれの担当部署が担ってい

る。２市１町では、様々な部署が連携して結婚から妊娠・

出産、子育てまでの切れ目ない支援を行っている。 

このほか、新潟県が実施している個別マッチング事業

（ハートマッチにいがた）と連携し、平成 30 年度交付

金事業より、マッチングシステム利用のための登録手続や「お相手情報」の閲覧・お引合せの申し

込み等を支援する「サポートセンター」の臨時窓口を、新発田市駅前の複合施設イクネスしばた

で開設している。 

ハートマッチにいがたでは、タブレットを使ったマッチングを月一回の頻度で実施し、マッチ

ングの後には、希望者を対象に、個別相談を実施している。同事業については、新潟県、胎内市、

聖籠町と連携して PR を実施しており、毎回定員に達する利用状況であるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新発田市では、新潟県が「あなたの婚活応援プロジェクト」の一環で実施している、企業等によ

る結婚支援の取組に対する補助を活用し、市内工業団地内の複数企業新入社員を対象にコミュニ

出典：胎内市 平成 27 年度 まち・ひと・しごと創生総合戦略 

ハートマッチにいがたの概要 

新潟県では、少子化対策の一環として、平成 27 年度から「『あなたの婚活』応援プロジェクト」を実施し、様々な

出会いの場創出に取り組んでおり、平成 28 年度に導入した１対１のマッチングシステム「ハートマッチにいがた」

（10 月会員登録開始、12 月からお引合せ開始）では、平成 31 年２月時点で 26 組がご成婚している。 

平成 31 年 2 月時点、会員数約 1,800 名、お引合せ件数約 1,500 組、交際継続中約 100 組 

 

◆会員登録条件 

結婚を希望し、自ら努力する 20 歳以上の独身で、新潟県在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県への移

住を希望される方。そして、インターネットやメールを使用することができる方 

ハートマッチにいがたＨＰより https://www.msc-niigata.jp/matching/ 

 

 

複合施設イクネスしばた 

図Ⅲ-2-3 イクネスしばた 

出典：イクネスしばたパンフレット 
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ケーションなどをテーマとしたセミナーを開催し、ビジネススキルの向上を図るとともに、各企

業の同世代職員の交流の場づくりを行っているとのことであった。 

なお、企業との連携については、企業に対してイベントやセミナーのポスターの掲示や参加を

依頼しており、企業からイベントの空席状況についての問合せや「ポスターを見た」という声も

多く寄せられているという。 

 

④自治体が取り組んでいる事業分野のレパートリーを増やすことができる 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では、婚活支援事業を通じ

て結婚したカップルのうち、引き続き２市１町に居住する夫婦に

は結婚記念祝品を贈呈している。 

この結婚記念品の贈呈については各自治体が自主財源で実施

しているという。新発田市の場合は３万円分の商品券又は旅行券

を、胎内市の場合は特産のワインを、聖籠町の場合は地元の果物

や野菜などを贈呈しているとのことである。 

このように、交付金を活用することにより、自主財源で実施す

る事業のレパートリーを増やすことができている。 

 

⑤交付金事業は単発で終わるのではなく、次年度あるいはそれ以

降の取組にいかされる 

平成 29 年度から始まった定住自立圏婚活支援事業は、その一

部に交付金を活用するものであるが、２市１町の連携、それぞれの自治体の内外との連携を深め

ているところであり、一定の効果があることから、今後も継続的に実施することが見込まれてい

る。 

 

⑥交付金活用が少子化対策事業のきっかけとなり、その後の自立した取組実施に寄与する 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町では、平成 30 年度に、婚活事業者以外の６企業・団体（新

発田市で３、胎内市で１、聖籠町で２）が自主的に婚活イベントの開催の検討を始めており、２企

業・団体（新発田市、胎内市）が婚活イベントを実際に実施しているとのことである。 

こうした民間における自主的な取組が発展していくことで、まち全体に結婚を祝い応援する機

運が醸成される効果が見込まれる。 

 

2-3 新発田市、胎内市、聖籠町の取組の小括 
平成 28 年度に策定された「新発田市・胎内市・聖籠町 定住自立圏共生ビジョン」では、その

目的を「中心市（新発田市）と周辺市町（胎内市と聖籠町）が連携し、適切に役割分担しながら、

圏域全体として目指すべき将来像を掲げるとともに、その実現に向けて必要な具体的な取組を示

すものです。」としている。また、定住自立圏の将来像を、「次世代に向けた連携・交流による魅力

づくり」としている。 

新発田市、胎内市、聖籠町の２市１町の婚活支援事業の取組は、定住自立圏共生ビジョンに掲

げられた目的に合致するものであるといえるだろう。  

図Ⅲ-2-4 婚活支援事業の案内 

出典：婚活支援事業のリーフレット 
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3 滋賀県 滋賀でもっと家族になろう推進事業 

3-1 調査の概要 
【開催日時、場所、参加者等】 

調査日時：平成 30 年 12 月 18 日（火）13:30～16:45 

会場：滋賀県庁北新館３階 多目的室２ 

対象事業：滋賀でもっと家族になろう推進事業 

出席自治体・機関 

・滋賀県子ども・青少年局 家庭福祉・青少年係 

・企画・分析委員（NPO 法人 新座子育てネットワーク 代表理事 坂本委員） 

・内閣府子ども・子育て本部 少子化対策担当 

・社会システム株式会社 

【調査の目的】 

滋賀県が、結婚の良さを全県的に伝えていくポジティブキャンペーンを実施した経緯を把握

するとともに、交付金を活用した事業を通じて、自治体と民間、大学などが構成員となった協

力体制がどのように構築され、その協力体制により事業がどのように展開していったかを把握

する。また、交付金を活用した事業の効果を滋賀県の担当係がどのように捉えているかを確認

する。 

 

3-2 滋賀県の取組の概要 
(1) 事業実施の経緯 

滋賀県は平成 21 年度に策定した「淡海子ども・若者プラン」において、「子ども・若者の成長

に応じた切れ目のない施策の推進」を掲げ、地域の子育て支援や環境の整備に取り組んできた。 

滋賀県では、平成 26 年度から「子育て三方よしコミュニティ推進事業（結婚、出産、子育ての

支援機関や従事者総合ネットワーク構築と機能強化のための研修会開催）」と「子育て・女性健康

支援事業（出産・育児等について助産師が電話や訪問相談に応じる。小・中・高校への命の大切さ

や性に関する知識の出前講座）」を自主財源で実施し、併せて同年度に交付金事業として、「見つ

けて！子育てのよろこび共有事業」や「企業子育て応援隊事業」等を実施してきた。 

平成 27 年度には、滋賀県は、「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」を策定し、結

婚や出会いも含めて人口減少をくい止めるための自然増の取組まで広げていく戦略を盛り込んだ。

滋賀県庁内では主要戦略として、「結婚、出産、子育てするなら滋賀」プロジェクトが立ち上げら

れ、滋賀県子ども・青少年局家庭福祉・青少年係が庁内の関係課と共にプロジェクトを推進する

体制を構築したとのことであった。 

滋賀県は、平成 27 年度の総合戦略策定に当たって、未婚男女を対象とした県民意識調査を、平

成 29 年度には企業の結婚支援に関する実態調査を実施した。これらの調査結果から得た知見は次

の三点である。 

・未婚者の約 90％が「いつかは結婚したいと」思っており、その内の約 26％が「条件が整え

ば、すぐにでも結婚したい」と思っているという現状があること 

・出会うための行動を起こしていないことが課題であること 

・「何故結婚しないのか」という質問に対して「適当な相手にまだ巡り会えないから」などの
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回答が多いことが課題であること 

滋賀県では平成 28 年度より、県内にある企業や団体、NPO と連携して事業を進める「民の力を

活用し行政と共に実施する」流れをいかし、社会全体で若者の結婚を応援する機運醸成を目的と

した事業を、交付金を活用して展開することとしたという。 

滋賀県は、平成 28 年度には、「あいはぐプロジェクト応援団実行委員会」を立ち上げた。また、

事務局であるびわ湖放送株式会社からは、行政と一緒に取り組みたいとの意向・提案を受けたと

いう。その結果が、メディア企業と一緒に取り組む事業の企画であり、その原資として平成 29 年

度の交付金を活用したとのことであった。 

 

(2) 交付金を活用した事業の位置付け 

滋賀県の少子化対策については、「結婚・出産・子育てするなら滋賀」プロジェクトとして位置

付けられており、結婚支援にかかる交付金を活用した事業は、平成 29 年度の重点課題として示さ

れている「１．「滋賀で家族になろう」環境づくりの推進」に位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 滋賀県が実施した事業（交付金を活用した事業）の特徴 

滋賀県の「あいはぐプロジェクト応援団事業」（平成 28 年度第２次補正予算事業）及び「滋賀

でもっと家族になろう推進事業」（平成 29 年度当初予算事業）の内容・特徴は以下の五点である。 

 

①あいはぐプロジェクト応援団事業（平成 28 年度第２次補正予算） 

図Ⅲ-3-1 滋賀県における主な事業概要  出典：滋賀県 
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滋賀県は、平成 28 年度の「総合的な結婚支援実施計画（「滋賀で家族になろう」推進プラン）」

の検討会を設置し、様々な角度から要因の分析を進め、課題への対応策を計画に盛り込んだ。 

また滋賀県は、官民協働で「あいはぐプロジェクト応援団実行委員会」を組織した。同実行委

員会は、エフエム滋賀や滋賀ウェディング協議会が中心となったものであった。これは、プロ

ジェクトの実施は県主導ではなく実行委員会主体で団体が参画する形式が良いとの意見を反映

したものであったという。 

滋賀県の「総合的な結婚支援実施計画」の策定に当たっては、平成 27 年度に実施した滋賀県

民の意識調査の結果に加え、企業の実態調査を反映したとしている。あわせて市町と滋賀県と

の連携会議を開催し、出会いの場づくりを支援するため、以下のようなネットワークの構築（あ

いはぐプロジェクト応援団ネットワーク事業）に取り組んだという。 

 

・「あいはぐプロジェクト応援団ネッ

トワーク事業」として、県内各地域等

での若者の出会いの場づくりを応援

する企業や団体、NPO 等のネットワー

クを構築し、意見交換（２回）や研修

会（１回）を開催した。 

・ネットワーク参画団体が主催する

出会いの場づくりイベントについて、

ホームページ上で情報を発信した。 

・「あいはぐ応援宣言企業」の募集・

取組の発信をラジオ番組や CM、フリ

ーペーパー、ホームページの作成に

より実施した。 

 

 

 

②滋賀でもっと家族になろう推進事業（平成 29 年度当初予算事業） 

滋賀県では、未婚者と既婚者の間で、結婚・子育てに対する意識のギャップがあることを博

していた。このギャップを埋めるべく、「あいはぐプロジェクト応援団実行委員会」は平成 29 年

度に、家族への「大好き」や「ありがとう」をテーマにメッセージを募集し、結婚の良さを伝え

ていくポジティブキャンペーンを実施することとしたという。 

結婚・子育てに対する意識のギャップについては、滋賀県の交付金事業の「実施報告書」に、

次のような記述がある。 

 

「将来結婚したいと思う未婚者が結婚生活に対して感じる不安として、「出産・子育て」と答

えた人が 30.4％と、出産・子育てに不安を感じている人が多い。一方、中学生までの子どもが

いる保護者の内 95.8％は「子育ては自分にとって大きなプラスだ」と感じている。」 

 

図Ⅲ-3-2 あいはぐプロジェクト応援団の構成メンバー 

出典：あいはぐ応援団ＨＰ https://www.aihagu.jp/ 
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滋賀県では、「あいはぐプロジェクト応

援団」の取組について、民間の結婚支援

事業者の視点を加えることで、滋賀県内

の若者の実情や特性に沿った結婚支援

の在り方を多角的に検討するのに有益

だと考えており、そこから得られた視点

とノウハウを本事業の企画・制作にも反

映することとしたという。そこで、平成

28 年度に引き続き、テレビやラジオ等の

メディアを活用したポジティブキャン

ペーンを展開した。このキャンペーンの

ターゲット層は結婚を希望する 20 代～

30 代の独身男女で、キャンペーンを通じ

て滋賀県で家族をつくることについて

考えるきっかけとなる機運の醸成を図

ったという。 

家族への「大好き」や「ありがとう」

をテーマに募集したメッセージは、テレ

ビ、ラジオ、インターネット等を使って

発信した。 

このポジティブキャンペーンの実施主体は、平成 28 年度に結成された「あいはぐプロジェク

ト応援団」であり、そのメンバーは、びわ湖放送株式会社、株式会社エフエム滋賀であった。 

なお、滋賀県内の若者の実情や特性に沿った結婚支援のあり方を多角的に検討するため、県

内企業に勤める 20 代の未婚男女を交えた「あいはぐ座談会」が実施されている。この座談会の

主体は、滋賀ウェディング協議会を中心とした応援団メンバーであったという。 

 

③ライフデザイン形成支援事業（平成 28 年度第２次補正予算） 

滋賀県は、人口に対して大学生が多いという特徴がある（人口１万人当たりの大学生が 232

人、全国８位。総務省「日本の統計 2019」と平成 29 年１月１日住民基本台帳人口をもとに、社

会システム株式会社が算出）。ただし、大学卒業後には、県外へ転出する学生が多いという課題

があることから、滋賀県では、県内各大学を回り、ライフデザイン講座の開催と幼児ふれあい

体験活動等を平成 28 年度に交付金を活用して実施したということであった（事業名「大学生向

けライフデザイン講座」）。 

さらに、平成 29 年度には、大学や NPO 団体等が連携して取り組む「ライフプランニング・プ

ログラムモデル構築事業」に対し、滋賀県が補助し、より効果的なプログラムモデルの構築を

図ったという。 

また、仕事や結婚、妊娠・出産、子育て、仕事と家庭の両立等に関する知識の習得にかかる学

生等を対象とし、関連講座や幼児ふれあい体験を実施する学校や団体等に対し補助を行ったと

のことであった。 

図Ⅲ-3-3 募集メッセージのメディア放送予定の案内 

出典：あいはぐ応援団 HP https://www.aihagu.jp/ 
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このうち、「ライフプランニング・プログラムモデル構築事業」に関しては、高校生を対象と

する事業の開発を行う際に、NPO に協力を依頼したところ、大学生を対象とする講座に関わった

NPO から協力が得られることとなったという。同事業には、滋賀県も連携して取り組むことと

し、高校の教員やまちづくりに関わっている方、結婚支援を実施している市町から、様々な視

点でプログラムに関するアドバイスを受けることができたという。 

「ライフプランニング・プログラムモデル構築事業」は、ライフデザインについて考える機

会を学生に提供するためのプログラムを研究・調査し、実施体制の構築を図ることを目的とす

る事業である。同構築事業については、環びわ湖大学・地域コンソーシアムが以下の取組を実

施した。 

・モデル講座（開発したプログラム、教材、人材を用いた「ライフプランニング講座」、「幼

児とのふれあい体験活動」を大学でモデル的に実施するもの）の実施（２回）。 

・先進事例調査、学生による「二十歳のライフデザインデータブック」、「二十歳のライフデ

ザインケースブック」の事例取材と原稿作成、実施ガイドやテキスト等のコンテンツの作

成、講師人材の育成の実施。 

 

④職場の交流応援事業 

滋賀県は、企業等がワークライフバランス、ライフプラン、男性の家事育児参画等、従業員等

に対して性別役割分担意識の解消や働き方改革の推進に資するセミナーを開催することに対し

て補助を行った。具体的な補助対象事業は以下のとおりである。 

・クリスマスにワークライフバランスを考えよう（De・あいプロジェクト実行委員会） 

 医療職を対象に、他職種との交流を通じてお互いを理解し、人生設計を考えてもらう機

会とするための講習会 

・こころと体にやさしい料理教室（De・あいプロジェクト実行委員会） 

 医療職を対象に、男女が共同で料理し交流する料理教室 

・ワークライフバランス推進のための建設業企業交流研修事業（NPO 法人ファザーリング・

ジャパン関西） 

 建設業界の経営者・管理職・一般職員といった様々な層の参加者が互いに働き方を考え、

交流を深める場となる講演・座談会 
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⑤平成 28 年度以前の交付金の活用 

滋賀県が平成27年度に交付金を活用して

実施した「少子化対策機運醸成発信事業」に

おいては、結婚、妊娠・出産、子育てに対し

切れ目ない支援を行うため、パソコンだけ

でなくスマートフォンにも対応する、ポー

タルサイト「ハグナビしが」を作成した。 

サイトの作成に当たっては、サイト制作

検討会及び子育てナビサポーターを設置し、

サイトの作成や運営を子育て団体や有識者

と連携して行い、発信していくコンテンツ

を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 交付金を活用した事業における効果 

以下では、交付金を活用した事業の効果をまとめる。ここで効果として取りまとめたものの中

には、交付金を活用した効果だけではなく、滋賀県独自の取組の効果も含まれている。具体的な

事業効果には以下の五点が含まれる。 

 

①実施したかったが予算の関係上実施できなかった取組を新たに実施できる 

交付金を活用して実施した滋賀県のポジティブキャンペーンは以下のようなものであった。 

・マスメディアで放送・啓発するためのキャンペーン CM の素材として、テレビ CM 用の素材

を３種類、ラジオ CM 用の素材を２種類、それぞれを制作した。 

・テレビ CM は 75 回、ラジオ CM は 85 回放送された。ラジオ番組中にポジティブキャンペー

ンの取組が 13 回紹介された。これら以外にもメッセージ募集チラシの作成やあいはぐ座談会

を開催した。 

・あいはぐプロジェクト応援団事業では、あいはぐ応援宣言企業の募集・取組をラジオ番組

や CM 等で発信した。 

 

このポジティブキャンペーンを実施するためには多くのコストが必要となる。滋賀でもっと家

図Ⅲ-3-4 ハグナビしが 

出典：結婚、妊娠・出産、子育てポータルサイト 

https://www.hugnavi.net/ 
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族になろう推進事業の実績額は 625 万円であった。こうした事業は、県の自主財源だけで取り組

むのは難しく、交付金が一定の役割を果たしたということができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域の課題（自治体が、優先順位が高いと考える少子化対策）に取り組むことができる 

平成 29 年度に交付金（平成 28 年度第２次補正予算）を活用して実施した滋賀県少子化対策推

進事業の「実施報告書」には地域の実情と課題が記載されている。その内容は以下のとおりであ

る。 

・本県の状況は、平成 27 年（概数）（※）の出生率は 9.1 で、全国第２位と全国的に高い状況で

あるが、平成 26 年 10 月以降人口減少局面に転じ、平成 27 年（概数）（※）の婚姻率は 4.9％に

低下し、全国平均 5.1％を下回っており、緊急に対策を講じる必要がある。 

・本県では、子育て期の女性の労働力の落ち込み（Ｍ字カーブ）が深くなっており（平成 22

年の国勢調査で全国 39 位）、結婚や出産を機に離職する女性が全国平均より高いといった課

題があり、仕事と家庭の両立支援に加え、若いうちに結婚や出産等の将来を見据えたライフ

デザインを考える機会を持つことが重要である。 

（※）出典：平成 27 年人口動態統計月報年計（概数） 

図Ⅲ-3-5 メディア（テレビ番組）における広報活動の様子 
 出典：平成 27 年度若者の出会い・交流促進モデル事業（愛称「あいはぐ」プロジェクト）事例集（びわ湖放送株式会社発行） 
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上記の「実施報告書」の内容には、滋賀県の婚姻率が全国平均を下回っていること、子育て期の

女性の労働力の落ち込みが全国 39 位となっていること、このため結婚や出産を機に離職する女性

が全国平均よりも高いという課題があることが示されている。 

滋賀県では、結婚の希望を叶える環境整備のため、若者の結婚を応援する企業や団体等を増や

し、企業等と協働して社会全体の機運の醸成を図っていく必要があったという。 

滋賀県では、このような課題に対する取組として、交付金を活用したポジティブキャンペーン

やライフデザイン形成支援事業の推進を図っていたといえる。 

 

③少子化対策のための体制が整備（新設、強化、拡大）できる 

滋賀県では、交付金事業を所管する子ども・青少年局が中心となり、妊娠・出産の関係は健康寿

命推進課に、ライフデザイン講座では女性活躍推進課や教育委員会に意見を求める等、各関係課

が構成メンバーとなった横断的な組織で取組が推進されている。さらに、市町や民間団体を巻き

込んだ定期的な連絡会議も開催されている。 

また、滋賀県では、少子化対策事業を実施する以前から大学とのつながりとして、環びわ湖大

学・地域コンソーシアムという大学を取りまとめる組織があった。平成 28 年度事業では、滋賀県

の担当者が各大学に説明にまわり、関心をもってもらえた大学でライフデザイン講座を実施した

ことは本文で触れたとおりである。平成 29 年度は、滋賀県とコンソーシアムの組織とが検討会を

立ち上げ、ライフデザイン講座の企画・実施に意見を反映させていた。さらに、滋賀県立大学は

COC（「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」）も実施している。県が事業を実施する上で

は、こうした取組の存在も大きいと考えられる。 

また、これらの事業を進めていくに当たり、滋賀県では、「あいはぐプロジェクト応援団」のネ

ットワークを積極的に活用し、意見交換会や研修会に出席した市町や団体等、幅広いアクターへ

参画を呼びかけ、ポジティブキャンペーンの企画段階から各アクターの持つ強みをいかしたキャ

ンペーンを実施してきたという。 

さらに、ポジティブキャンペーンの取組では、ターゲット層（結婚を希望する 20 代～30 代の独

身男女）の間に結婚を後押しする機運醸成のみならず、キャンペーンの企画・準備・実施に「あい

はぐプロジェクト応援団」を巻き込んでいったとのことである。こうしたプロセスも、「あいはぐ

プロジェクト応援団」のネットワークの強化と拡大につながり、応援団に関わった人々や団体か

ら、少子化対策の重要性が様々な人々に発信された。その結果として、若者の結婚を応援する機

運醸成につながったものと考えられる。 

 

④自治体が取り組んでいる事業分野のレパートリーを増やすことができる 

滋賀県では、「淡海子ども・若者プラン」が策定された平成 21 年度当初、出産や子育ての不安

を解消する取組を行っていた。その後、交付金を継続して活用していく中で、徐々に結婚に向け

た情報提供や結婚、妊娠・出産、育児のしやすさ等への環境整備など、「ハグナビしが」に見られ

るような、結婚、妊娠・出産、子育てについて切れ目ない支援を行う取組への拡大が見られるよう

になったとのことである。平成30年度の事業では大学生を対象としていたライフデザイン講座を、

高校生を対象とする講座に拡大するようになっている（下記⑤参照）。 
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⑤交付金事業は単発で終わるのではなく、次年度あるいはそれ以降の取組にいかされる 

滋賀県では、平成 26 年度に交付金を活用した少子化対策推進事業が始まり、その後平成 30 年

度まで継続して交付金を活用し、平成 31 年度も交付金を活用した事業の実施が予定されていると

ころである。 

平成 28 年度から平成 29 年度には、滋賀で育った子供たちにライフデザインを意識してもらう

目的で、高校生にライフデザイン講座の受講の範囲を拡大していった。 

平成 30 年度はライフデザイン講座を受ける立場の大学生が高校生向けのメニューを開発し、平

成 31 年度に実践する予定となっている。 

また、平成 29 年度に交付金で実施したアンケート調査では、「企業もこれからは結婚支援や従

業員のライフデザインに関わっていく事が必要」との回答が半数以上あったことを反映し、平成

30 年度には「企業結婚・子育て支援プロモート事業」を展開している。 

 

3-3 滋賀県の取組の小括 
滋賀県では、「滋賀で家族になろう！」と呼びかける、全県的なポジティブキャンペーンの企画・

準備から実施の各段階を通じて、県内企業や団体・NPO との連携・協力体制が定着している。また、

交付金を活用して開催したライフデザイン講座の当初のターゲットであった大学生が、次年度に

はライフデザイン講座を企画・立案する立場となっている。 

このように滋賀県では、交付金事業を通して、企業・団体、大学を構成員とする少子化対策に取

り組む協力体制の構築が推進されているといえる。  



 

- 87 - 
 

4 愛媛県 愛顔の婚活サポート事業 

4-1 調査の概要 
【開催日時、場所、参加者等】 

調査日時：平成 30 年 12 月 20 日（木）13:00～15:00 

会場：愛媛県法人会連合会 会議スペース 

対象事業：愛顔の婚活サポート事業 

出席自治体・機関 

・愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 

・一般社団法人愛媛県法人会連合会 公益社団法人松山法人会事務局 

・一般社団法人愛媛県法人会連合会 えひめ結婚支援センター 

・株式会社愛媛電算 企業事業本部 

・企画・分析委員（新潟大学法学部 教授 南島委員長） 

・内閣府子ども・子育て本部 少子化対策担当 

・社会システム株式会社 

【調査の目的】 

愛媛県のえひめ結婚支援センターにおいて、企業、ボランティア等が参画する体制で結婚支

援の取組が展開されてきた経緯を把握するとともに、交付金を活用した事業を通じて、どのよ

うにマッチングシステムの機能向上を図って結婚支援を発展させ、全国のモデルとなっていっ

たかを把握する。また、交付金を活用した事業の効果を愛媛県の担当課がどのように捉えてい

るかを確認する。 

 

4-2 愛媛県の取組の概要 
(1) えひめ結婚支援センターが実施した事業の経緯 

愛媛県では、平成 17 年度に県民から結婚支援の取

組についての要望があった。そこで愛媛県では、少子

化の主要因である未婚化・晩婚化に対応するため、平

成 20 年度にえひめ結婚支援センターを開設し、結婚

を望む独身男女への「出会いの場（de 愛イベント）」

（以下「de 愛イベント」という。）提供による結婚支

援を自主財源等により実施することとしたという。 

「de 愛イベント」は、えひめ結婚支援センターが

認定した「応援企業（店舗、団体や NPO 等）」が、企

画・実施している。 

「de 愛イベント」の情報については、えひめ結婚

支援センターの Web サイト等でメルマガを配信して

いる。 

このような中で、①参加希望者からイベントを主

催する企業への申込み、②イベント参加者を抽選す

る際の年齢・性別の比率調整、③キャンセルが発生し

図Ⅲ-4-1 えひめ結婚支援センターの事業概要 

出典：調査時に提供された資料 1 
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た場合の繰り上げ参加、④イベント参加者のアンケ

ート入力、⑤えひめ結婚支援センターに提出される

イベント開催報告書の作成などについての処理の効

率化を図る目的で、独自のシステムを導入したとい

う。 

平成 23 年度からは、会員制のお見合い登録システ

ムである、「愛結び」の運用が開始された。同システ

ムの全体像は、えひめ結婚支援センターのホームペ

ージにアクセスし、同センターの窓口で登録した後、

閲覧・お見合い申込、お見合い承諾後のサポーターの

調整を経て実際のお見合いにつなげていくというも

のである。 

このような取組の中で、「愛結び」システムを活用

しても婚活に踏み出せない人や上手に活動できない

独身者など、成婚に至らない独身者への支援が課題

になっていたという。 

そこで平成 26 年度に、蓄積されたお見合い行動履

歴を分析・活用した新たな出会いの機会を提供する

ため、「ビックデータからのおすすめ」機能を、交付

金を活用して構築したという。なお、システムの所有

は愛媛県法人会連合会であり、システムの構築は愛

媛電算が担っているとのことであった。 

 

(2) 愛顔の婚活サポート事業（交付金を活用した事業）の内容 

愛媛県が交付金を活用（平成 28 年度第２次補正予算）して実施した事業は「愛顔の婚活サポー

ト事業」である。同事業では、えひめ結婚支援センターが中心となり、独身者が自主的かつ意欲的

に婚活に取り組むための支援や環境整備として、独身者や支援者向けスキルアップセミナー開催

のほか、企業団体等への周知・啓発等を行ってきた。愛媛県では、意識啓発や機運醸成等は図られ

つつあるものの、個々の取組では限界があるとし、えひめ結婚支援センターを核とした総合的な

支援を実施し、地域一体で「結婚を望む男女が結婚できる」愛媛の実現を目指し、自治体、企業・

団体等の間のネットワークづくりに取り組んだほか、これまでの実績を分析してマッチングシス

テムのデータ活用についての研究を進めることとしたという。愛媛県が交付金を活用して取り組

んだ平成 28 年度事業内容は以下の三点である。 

 

①「愛顔の結婚支援ネットワーク会議」の開催 

「愛顔の結婚支援ネットワーク会議」は、えひめ結婚支援センターを核とした支援体制を構

築するためのものであり、平成 29 年度に愛媛県、えひめ結婚支援センター、市町、企業団体等

による会議を開催したものである。 

 

図Ⅲ-4-2 えひめ結婚支援センターの取組案内  

出典：愛媛県少子化対策事業パンフレット  
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②総合的な結婚支援に向けたネットワークづくり 

「総合的な結婚支援に向けたネットワークづくり」とは、若年者に向けた総合的な結婚支援

の実施に当たり、地域全体で若者の成長と結婚の希望を叶えられるよう、地元経済団体、企業、

学校、県・市町が連携するネットワークの構築を図るものである。このネットワークは中核と

なる中堅企業を横につなぐネットワークを構築した後、取組の輪を中小企業へ拡大する段階的

な仕組みとなっており、以下の取組から構成されている。 

・中核ネットワーク（県内の中堅企業で構成され、結婚支援の優良事例の横展開や課題の

洗い出し等を検討する）の構築 

・異業種交流フォーラムの開催 

・地域の家庭や団体とのネットワーク構築 

 

③マッチングシステムのデータ活用事業 

「マッチングシステムのデータ活用事業」では、生涯未婚率の上昇傾向を抑えるため、緊急

的に実施すべき先進的取組として取り組んだものである。具体的には、マッチングシステムで

蓄積されたデータの更なる活用方法に関する、（ⅰ）ネガティブデータのポジティブ転用研究、

（ⅱ）結婚支援システム及びビッグデータ活用研究、（ⅲ）マッチングシステムの広域展開につ

いての検討などが含まれる。 

 

 

(3) えひめ結婚支援センターの事業の特徴 

えひめ結婚支援センターの事業概要は、図Ⅲ-4-3 のとおりである。 

「de 愛イベント」事業は、「応援企業」（出会いを求める独身男女のためにパーティーや食事会

等の結婚支援イベントを主催する企業・店舗・施設・団体等である。）、「協賛企業」（業内の独身男

女の方々に、メルマガ登録やイベント情報の周知と参加促進をする企業・団体等である。「協賛企

業」と連携して、「協賛企業」間の出会いイベントを開催する。）、ボランティア推進員、県内自治

体で構成されており、それぞれがイベント開催、イベント情報周知や参加促進、フォローや相談、

開催支援を行っている。「de 愛イベント」事業は結婚支援システムにより支援している。 

愛媛県の結婚支援システムは、図Ⅲ-4-3 のとおり、「愛結び」、「協賛企業」間の交流会の開催、

ビッグデータの活用、県認定ボランティア推進員による交際フォロー、「応援企業」による de 愛

イベント・セミナーの開催支援で構成されている。 

「愛結び」においては、結婚を希望する独身男女の登録～相手への申し込み～お引き合わせと

いう流れの中で、愛結びサポーターが行う、「コミュニケーションが苦手な独身者のフォロー」、

「お引き合わせに同席し聞きにくい事のお手伝い」、「交際開始後２週間・２か月後もカップルを

フォロー」などの励ましや相談に応じるといった「温かいサポート（お世話役）」が特徴となって

いる。 

さらに、えひめ結婚支援センターでは「愛顔の婚活サポート事業」以外にも、市町連携型結婚支

援センター・サテライト事業（東予・中予・南予に「愛結びコーナー」を設置）を実施している。

また、市町の結婚支援の取組を加速するため、愛媛県と市町が連携して結婚支援システムの利用

拠点の拡充及びボランティア推進員の追加募集を行っている。具体的には、（ⅰ）結婚支援システ 
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図Ⅲ-4-3 えひめ結婚支援センターの事業概要  出典：ライフデザイン応援ガイドブック 
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ムの利用拠点の拡充、（ⅱ）独身者交流スペースの確保・提供、（ⅲ）結婚支援ボランティアの研

修・連携、といった結婚を希望する独身者が自分に合った婚活スタイルを選んで利用できる環境

整備を目指している。 

 

また、全国の自治体の先駆けとなった iPad を活用した「愛結び」システム導入に当たっては、

国立情報研究所や愛媛大学の専門家の意見・アドバイスのもと、結婚支援システムに蓄積された

ビッグデータを分析し、独身者の行動履歴から「リコメンド」を導き出す「ビッグデータからのお

すすめ」機能を実装している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ビッグデータからの分析で見えたもの 

・「愛結び」を利用している人は、「うまくいかない人はうまくいかない行動を繰り返している」

ということがデータ分析から分かってきた。うまくいかない人は条件を変えないで同じ検索を繰

り返しており、そこに気付きを与えるシステムが「ビッグデータからのおすすめ」機能である。 

・また、従来は電話やメールなどでボランティアのフォローを行っていたが、効率化や情報管理

のため、ICT を使ったシステムの運用により、ボランティアへ連絡している。 

・「愛結び」は失敗すればするほど分析（行動履歴の分析）の成果があがる。失敗を踏まえ、視野

を広げ、気付きを与えることを中心に、このシステムは構築されている。 

図Ⅲ-4-4 「ビッグデータからのおすすめ」機能の仕組み 

 出典：ライフデザイン応援ガイド BOOK（えひめ結婚支援センター発行） 
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(4) えひめ結婚戦略サポート事業、愛顔の婚活サポート事業の効果 

以下は、えひめ結婚支援センターが実施する事業の効果をヒアリングの結果からまとめたもの

である。ここで効果として取りまとめたものの中には交付金を活用した効果だけでなく、愛媛県

独自の取組の効果も含まれる。具体的な事業効果には以下の五点が含まれる。 

 

①実施したかったが予算の関係上実施できなかった取組を新たに実施できる 

えひめ結婚支援センターにおける平成 29 年度末時点でのカップル数は延べ 12,351 組（目標値

は平成 31 年度末時点で 18,000 組）、成婚者は 924 組となっている。ここには「de 愛イベント」や

「愛結び」の効果も含まれる。 

独身者の動向把握としてのデータ分析とシステムのカスタマイズについては、継続的かつ多額

のシステム改修費用が必要であるため、平成 26 年度以降は交付金を活用しているとのことであっ

た。 

愛媛県は、平成 26 年度に「愛結び」登録者の行動データ（お見合い行動履歴の中の婚活者の行

動・嗜好パターン）の分析を試行する資金として交付金を活用したとしている（平成 26 年度に実

施した交付金事業の実績額、約 970 万円の一部）。具体的には、様々な角度から相手を探す仕組み、

今までの固定的な行動パターンから視野を広げることなどについてビッグデータを使って分析す

る仕組みを構築した。この仕組みは、自分の指定した条件以外の人に対して参加者に新たな「気

付き」を与えるためのものであるという。 

愛媛県側の説明によれば、「ビッグデータからの

おすすめ」機能の効果は、図Ⅲ-4-5 のように示さ

れるという。愛媛県側は、登録者のデータをいか

した分析による「登録数及び更新数の向上」、「ビ

ッグデータからのおすすめ」機能使用時の引き合

わせ率は、２倍以上（お見合いに至る率が通常

13％が 29％に向上）になったとしている。 

さらに、愛媛県法人会連合会は、「ビッグデータ

からのおすすめ」機能の実装後、この機能を会員

により利用してもらうための方策として、「ビッグ

データからのおすすめ」などをメール自動送信で伝える機能を追加することを、平成 29 年度の交

付金事業で取り組んだ（参考：平成 31 年２月現在の愛結び登録者数は、男性 885 人、女性 788 人）。 

このほか愛媛県は、「de 愛イベント」の「協賛企業」、「応援企業」、ボランティアなどを ICT の

ネットワークで結んでいる。このネットワーク化の費用にも交付金が活用されているとのことで

あった。さらには、異業種交流イベント開催等の新規取組にも交付金を活用しているとのことで

あった。 

愛媛県側は、このような「協賛企業」、「応援企業」、ボランティアなどが連携するほか、ICT を

活用するシステムを用いた結婚支援の取組について以下のような効果があったとしている。 

 

 

 

図Ⅲ-4-5 ビッグデータ機能の効果 

     出典：えひめ結婚支援センターの運営 
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・出会いの場を独身者に提供する「de 愛イベント」の取組では、メルマガ登録者を募集す

る一方で、県内の企業にも働きかけ、婚活イベントの情報提供を未婚の社員に対して行う

「協賛企業」を募集しており、県内の事業所に勤める未婚の男女が婚活に関わるきっかけ

となっている。 

・婚活イベントの企画はえひめ結婚支援センターのみで実施するのではなく、「協賛企業」

が自らイベントを開催することもあり、企業に促される形でイベントに参加した未婚の社

員が、次第に婚活を意識し始めたことで、同センターの登録会員数の増加につながってい

る。 

・「応援企業」や「協賛企業」など企業と連携する取組の反響と合わせ、ICT を活用するシ

ステムは全国の自治体から注目を浴び、同じシステムを導入する自治体が増えており、全

国の都道府県や市町村からの視察は、平成 30 年 10 月時点で 126 回を数えている。 

・ボランティアが無償にもかかわらず、どのようにしてモチベーションを上げているのか

などの話を聞きたいという問合せが多く、他の自治体からの要請によるボランティアの派

遣は 98 回（平成 30 年 10 月時点）となっている。 

 

②地域の課題（自治体が、優先順位が高いと考える少子化対策）に取り組むことができる 

愛媛県の平成 28 年の婚姻率は 4.3（全国 35 位）であり、初婚年齢は夫 30.3 歳、妻 28.9 歳（前

年度比夫 0.1 歳増、妻 0.2 歳増）となっている。愛媛県でも全国的な傾向と同様に、未婚化・晩

婚化が進行している状況にある。 

えひめ結婚支援センター登録者の平均年齢は 35 歳前後であり、これは県内の平均初婚年齢を上

回っているという。平成 28 年度には交付金を活用し、若年者の登録拡大や早期結婚支援を目的と

した 20 代向け広報活動やスキルアップセミナー等を開催したが、20 代登録者は全体の 10％程度

にとどまっていたという。 

さらに愛媛県は、このような状況には県内で地域差が見られるとしている。今後はこうした地

域差を反映した取組とともに、若年者が参加しやすい出会いの場の提供や、自らのライフデザイ

ン等について早期に意識できる機会の設定に取り組む必要があると愛媛県は捉えている。今後の

交付金を活用した事業では、国勢調査の結果や毎年の人口動態統計結果とえひめ結婚支援センタ

ーが蓄積しているビッグデータを多角的に分析して、地域特性を反映できる取組につなげるとし

ている。 

 

③少子化対策のための体制が整備（新設、強化、拡大）できる 

前述のとおり、平成 29 年度には「愛顔の結婚支援ネットワーク会議」を開催し、市町の婚姻数

等に与える影響や、地域ごとの「de 愛イベント」の特徴等の分析結果を共有したとのことであっ

た。その際、市町については様々な部局（移住促進、UIJ ターン担当）が参加し、多岐にわたる意

見が寄せられたとしている。 

また、えひめ結婚支援センターの取組は、「応援企業」や「協賛企業」と連携して実施されてい

るほか、ボランティア推進員による婚活事業推進体制が構築されている。この体制は、平成 31 年

２月時点で「協賛企業」は 635 社、「応援企業」は 226 社、ボランティアは 286 人となっており、
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「協賛企業」では企業間交流会の開催、「応援企業」では月約 20 回のイベントを開催するなど取

組・支援が拡大しているという。 

愛媛県は、市町との連携として、若者が気軽に立ち寄れるサテライトセンターを平成 30 年１月

に開設している。このセンターは、平成 29 年度の交付金事業として実現したものであるという。

同センターには 60 代の人など親からの相談もあり、当初想定していた若者以外の利用も広がって

いるとのことであった。 

また、県外者向けの婚活イベント、独身者の親を対象とした交流会等として、松山圏域３市３

町（愛媛県内の松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町）婚活事業を、「四国まん

なか交流協議会（愛媛県四国中央市、香川県観音寺市、徳島県三好市）」では、協議会構成市の市

民対象の婚活イベントを実施している。 

愛媛県が構築したビッグデータを活用したマッチングシステムは、総務省の地域情報化大賞特

別賞を受賞し、その影響もあり 15 県１町が同システムを導入しているという。 

さらに同システムを導入した 15 県１町が集まり、様々な情報交換や意見交換を実施しており、

有意義なシステム運用上の課題が見いだされていると愛媛県法人会連合会は説明している。 

 

④交付金事業は単発で終わるのではなく、次年度あるいはそれ以降の取組にいかされる 

愛媛県では、平成 28 年度に実施した「結婚支援ビッグデータ活用研究会」（えひめ結婚支援セ

ンター）の検討結果において、「特に、平成 28 年度の成果である『こだわり（条件）分析』や『印

象（プロフィール写真の好感度等）分析』について、全体の結果からパターン化し、個人向けのア

ドバイスとして導く機能を検討する必要がある」との意見が出され、その意見が平成 29 年度の取

組につながったとしている。 

愛媛県では、平成 26 年度より交付金を活用したビッグデータの分析を始め、その後平成 29 年

度まで継続して様々な機能追加やアプリの開発等のシステム改修や企業や地域のネットワーク化、

システムの活用場面の拡大（新たなシミュレーション機能を用いたシステム利用者へのアドバイ

ス、データ活用研究、マッチングシステムの広域展開（県域を越えたマッチングの可能性やシス

テムの共通化等）についての検討）を進めてきたとしている。 

また、平成 28 年度以前にライフデザイン講座を受講した学生や平成 29 年度の「えひめ若者し

ゃべり場会議」を受講した学生が中心となって、地域で子育て世帯との直接交流の場となる「地

域子育て交流サロン」を平成 29 年度に企画・運営したという。 

愛媛県が平成 26 年度に交付金を活用して行った少子化対策推進事業は、その後も継続して交付

金が活用されており、平成 31 年度も交付金を活用した事業実施が予定されている。 

平成 29 年度に実施したサテライトセンターの開設事業は、平成 30 年度も継続し、４市町（伊

予市、久万高原町、内子町、鬼北町）で新たに開設された。平成 31 年度の事業として、市町から

事業の継続、開設日数の増加、利便性の良い場所への移設の話が出ているという。 

 

⑤交付金活用が少子化対策事業のきっかけとなり、その後の自立した取組実施に寄与する 

愛媛県ではえひめ結婚支援センターの開設当初から、「de 愛イベント」や「愛結び」の運営部分

は自主財源で実施し、重点的に取り組みたい内容、新規や強化したいシステム改修に関して交付

金を活用しており、イベント開催や広報強化などは、交付金と自主財源を組み合わせている。 
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4-3 愛媛県の取組の小括 
愛媛県では平成 26 年度に交付金を活用し、「ビッグデータからのおすすめ」機能を追加し、そ

の後も交付金を活用して、様々な機能追加やアプリ開発等のシステム改修、維持運営やビッグデ

ータ活用研究の取組を継続・拡大してきた。 

また、「ビッグデータからのおすすめ」機能の追加により、「おすすめ」機能を使用して申し込ん

だ場合のお見合いに至る率が、２倍以上になるなど一定の成果を上げており、この取組が総務省

の地域活性化大賞2015特別賞にも選ばれたことなどから、メディアに取り上げられる機会が増え、

「愛媛県方式のマッチングシステム」が他の自治体にも広がりをみせている。 

このように、愛媛県の結婚支援の取組は、「ビッグデータ分析によるシステム機能装備の立ち上

げ」→「ビッグデータ活用研究や他の自治体との連携体制拡大」→「更なるシステムの機能向上」

といった継続的な取組につながっているといえる。 

なお、愛媛県の取組では、「コミュニケーションが苦手な独身者のフォロー」などを支援する「お

世話役」の存在が重要な役割を担っている点が注目される。このことについては、他の自治体も

注目しており、全国の都道府県や市町村からの視察が増えているほか、他の自治体からの要請に

よるボランティアの派遣回数も上昇しているという。 

 

 


