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第３章 地域少子化対策重点推進交付金事業の事例調査の結果 

 事例調査の概要事例調査結果 

1. 事例調査対象地方自治体の選定 
 本調査研究においては、令和２年５月 29日に閣議決定された大綱で「地域の実情に応じたきめ細かな
取組を進める」方針が示されていることに鑑み、交付金を利用した事業のみならず、交付金を利用せず、
地方自治体の自主財源で実施されている少子化対策事業を含め、地域の実情に応じた取組を広く調査する
こととした。また、令和２年に世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、わが国の少子化対策事
業にも大きな影響が及んだと推定されることから、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した取組に関し
ても、具体的な事例を把握することとなった。 
 このため、事例調査の対象となる地方自治体の選定に当たっては、新しい大綱で「広域的な地方自治体
間連携」「地方創生との連携」「NPOを始めとする民間団体との連携強化」の重要性が指摘されているこ
とを前提に、（１）複数の地方自治体が連携して実施している取組（２）地方自治体の組織で少子化対策
部局と他部局が連携している取組（３）交付金を活用してスタートした事業を自主財源に切り替えて「自
走」している取組（４）NPO等の民間団体と連携した取組（５）新型コロナウイルス感染症対策を考慮
した少子化対策事業―の５項目を調査目的として明確化した。 
 その結果、以下の５カ所を調査対象団体とすることになった。 
（１）複数の地方自治体が連携して実施している取組：長崎県 
（２）地方自治体の組織で少子化対策部局と他部局が連携している取組：大阪府 
（３）NPO等の民間団体と連携した取組：秋田県 
（４）交付金を活用してスタートした事業を自主財源に切り替えて「自走」している取組：長野県 
（５）新型コロナウイルス感染症対策を考慮した少子化対策事業：長野県駒ヶ根市 
 
 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域間の移動、対面での聞き取り調査が困難になった
ことから、５件の事例調査はすべてリモート形式で実施した。そのため、事前に文書による質問を行い、
一部は事前に文書での回答を受け、それを前提として聞き取り（ヒアリング）をした。 
 

2. 調査の視点 
 調査に当たっては、交付金の直接的な効果だけでなく、当該団体がそれぞれの取組の効果を最大化する
ために講じている創意工夫に着目、その工夫を応用し、他団体に広げていく「横展開」へのヒントを掘り
下げることを意識した。 
  



 

44 
 

 個別調査 

1. 長崎県「複数の地方自治体が連携して実施している取組」 
 
区分：地方自治体間連携 
担当する企画・分析委員：南島和久委員長 
調査テーマ：長崎県と県内の市町が連携した結婚支援 
ヒアリング対象者：長崎県 福祉保健部 こども政策局 こども未来課 少子化対策班 本多千穂係長 
調査実施者：時事通信社 編集委員 武部隆 
 

基礎的情報 

A) 県における少子化対策の位置付け 
令和２年３月策定の第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２～７年度）において、「地
域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く」を基本目標とし、その施策展開として結婚・妊娠・出産か
ら子育てまでの一貫した支援に取り組むこととしており、次の①～③に位置付けられている。 
① 結婚、妊娠・出産、子育てに関する意識醸成と社会全体の機運醸成 
② 結婚を希望する独身者に対する婚活支援 
③ 妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援 

 
B) 少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標 
第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略における数値目標 
・ながさき結婚・子育て応援宣言団体数（累計）：450団体（令和７年度） 
・「ながさき子育て応援の店」の協賛店舗の登録件数（累計）：1,300店舗（令和７年度） 
・婚活支援事業による成婚数：年間 150組 

 
C) 参考指標 
・婚姻数：5,472件（令和元年） 
・婚姻率：4.2%（令和元年） 
・出生数：9,585人（令和元年） 
・出生率：7.3%（令和元年） 
・合計特殊出生率：1.66（令和元年） 
・子育てを楽しいと感じることの多い人の割合：63.2％（平成 31年）＝※５年ごと調査 

 
D) 地域少子化対策重点推進事業実績 
〔平成 30年度〕ながさき少子化対策強化事業 当初：25,308千円 ２次補正：38,694千円 

 
地域の実情と課題 

県が平成 29年度に実施した「長崎県版合計特殊出生率『見える化』分析（交付金事業：平成 28年度
補正）」において、県民の希望出生率（2.08）の実現に向けては、有配偶率の上昇を図ることが最も重要
であるとの結論が導かれた。 
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この分析結果を受け、長崎県では、結婚前の段階についても対策を充実することとし、平成 30年３
月、長崎県婚活サポート官民連携協議会において、県、市町、地域の企業、民間団体それぞれの役割や、
今後の取組方針を示した総合的な結婚支援事業計画を策定した。 
この計画を推進するための取組として、令和元年度には、県と複数の市が連携し、例えば、長崎市では

「長崎市結婚応援事業」、島原市では「しまばら結婚サポート事業」といったように、結婚支援に関する
企業や団体を巻き込んだ事業を、交付金を活用して実施している。 
平成 30年の合計特殊出生率は 1.68で全国 6位（出典：人口動態調査）ではあるものの、県民の希望

出生率 2.08とは大きく乖離していることから、長崎県では、婚活支援と子育て支援を車の両輪として推
進することが必要であると考えている。 
 
◇この項目（地域の実情と課題）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）「長崎県版合計特殊出生率『見える化』分析」の結果を受け重視するようになった有配偶率上昇
に向けた方法とは。 
（答え）有配偶率上昇のため、官民一体となった結婚応援の機運醸成と、県・市町が連携した婚活支援の
取組を推進（強化）することとした。 
 
（問い）「長崎市結婚応援事業」「しまばら結婚サポート事業」等の市町の事業において、結婚支援に企業
や団体を巻き込んだ仕組みの概要と、このことを行うことによって有配偶率上昇につながるという考え方
はどのようなものか。 
（答え）長崎市結婚応援事業は企業の独身社員グループを登録してリスト化し、希望のグループとの交流
を申し込む仕組みを過去に実施しており、こうした企業とのつながりを生かしながら婚活支援イベントを
実施した。しまばら結婚サポート事業：企業コーディネーターを配置し、企業間交流事業を促進した。 
 有配偶率の上昇に向けては、未婚者の多くが時間的・人的・経済的つながりを有する職場における理解
と協力（未婚化・晩婚化への危機意識の共有、ワーク･ライフ･バランスへの理解、さり気ない情報提供
等）が必要と考えている。 
 
（問い）総合的な結婚支援事業計画に掲げた目標を達成するために、どのような策（例：それぞれの実施
主体に、毎年度の目標値と実績値を比較し、目標を達成するための具体的な策を提示させる）を講じたの
か。 
（答え）長崎県婚活サポート官民連携協議会において、以下の取組を行っている。 

・少子化に関する課題の共有と、市町民・会員企業等への普及 
・各主体の取組の共有、優良事例の紹介 
・交付金の活用等による市町の婚活支援の取組促進（事業構築支援、交付金申請サポート等） 
・市町連携事業の促進、県・市町の協働事業の立ち上げ 

 
複数の地方自治体で連携する理由・背景 

社会全体における結婚への機運醸成については、現在は県のキャンペーン自体を広く知ってもらう段階
と認識。今後は、県・市町が連携しながらターゲットを絞ったきめ細かい情報発信等を行い、企業・団体
などの理解を深めていく必要があると考えた。 
本県においては、全国的に見ても婚活支援のチャンネルが充実していると認識しているものの、会員・

参加者の拡大やマッチング率の向上などに課題を抱えている。このため、「市町と連携した結婚・子育て
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応援に関する企業へのさらなる働きかけ」に取り組むとともに、機運醸成に関しては、企業・団体や働く
人に向けた情報発信や子育て応援に関する企業・団体の取組促進を行うこととしている。市町においても
単独実施では参加者が固定化しているため広域的な実施が望まれていることから、会員・参加者の拡大に
向けた県内全域での事業の周知及び県・市町の結婚支援の取組の連動や、「マッチング率のさらなる向上
に向けたきめ細かいセミナー」の実施など、県内市町と県が連携を強化して取り組むこととしている。 
このほかに、九州各県・山口県と連携した取組として、広域婚活支援及び妊娠・出産・子育ての支援に

取り組んでいる。 
 
◇この項目（複数の地方自治体で連携する理由・背景）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）「市町と連携した結婚・子育て応援に関する企業へのさらなる働きかけ」のうち、有配偶率上昇
に向けた取組の具体例にはどのようなものがあるか。 
（答え）以下の取組を実施。 

・WizCon NAGASAK（以下「ウィズコン」という。）参加の働きかけ（職縁結婚の後押し） 
・「ながさき結婚・子育て応援宣言」の登録をはじめとする働きやすい職場環境づくりへの働きか
け 

・県および市町の結婚支援の取組の周知依頼（訪問、メルマガ等） 
 
（問い）「マッチング率のさらなる向上に向けたきめ細かいセミナー」の内容（アウトプット、アウトカ
ム）をどのように設定しているか。 
（答え）県のお見合いシステム、縁結び隊の会員に向けたセミナー（プロフィール登録支援、身だしな
み・コミュニケーション等のスキルアップ）を開催。 
 アウトプット：参加目標人数（目標 300人） 
 アウトカム：セミナー参加により婚活に前向きになった人の割合（目標 80％） 
 
（問い）県と市町が連携することについて、県が推進しているのであれば、その具体的な取組はあるの
か。 
（答え）市町においては、議会などで事業成果として成婚数が求められることが増えてきており、県とし
ては、成婚数が確実に把握できる取組として、県のお見合いシステムとの連携（登録・閲覧窓口の設置、
会員募集等）を勧めている。 
 また、令和元年度は新たに企業間交流「ウィズコン」を創設。県がシステム構築・運用を行い、県と市
町が連携して、企業への参加働きかけ、交流場所の開拓等を行っている。 
 

結婚支援に関するこれまでの取組 

・結婚支援の４本柱 
 ①婚活イベント情報の発信「ながさきめぐりあい」（平成 18年度に開始） 
 ②婚活サポーター「縁結び隊」（平成 26年度から開始） 
 ③マッチングシステム（平成 28年度から開始） 
④仕事や職場を通じた出会いの機会の提供「ウィズコン」）（令和元年 10月から開始） 

 
＜実績＞ 
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・ながさき結婚・子育て応援宣言（令和元年 10月～）：宣言件数 443件（令和２年 12月末） 
・ながさき子育て応援の店事業：協賛店舗増加数：102件（令和元年度） 
 子育て応援パスポートダウンロード件数 40,554件（令和元年度） 
・長崎県婚活サポート官民連携協議会の開催 
 「いい夫婦の日（11/22）」を契機とした官民による一斉広報の実施（10～12月） 
 企業への働きかけ、県・市町連携によるセミナーの実施 
・長崎県婚活サポートセンターの運営 
  結婚支援事業による成婚数：98件（令和元年度） 
・企業間交流事業ウィズコンの運営（実績はいずれも令和２年 12月末） 
  登録企業数：90社、登録グループ数：59件（申請中含む） 

マッチング成立数：21件、交流件数：11件 
 
◇この項目（結婚支援に関するこれまでの取組）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）「ながさき結婚・子育て応援宣言」の登録企業には、どのようなメリットがあるのか。 
（答え） 
・県のホームページ等を通じた企業PRの実施 
・県お見合いシステム登録料の従業員割引（通常２年間１万円のところを８千円に） 
・子育て応援住宅支援補助金の上限額アップ（通常 40万円が 44万円に） 
・登録企業にメールマガジンを送り県および市町の結婚・子育て支援情報を伝達 
 
（問い）「ながさき子育て応援の店事業」の協賛店舗には、どのようなメリットがあるのか。 
（答え）以下のメリットがあると認識している。 
・県のホームページ等を通じた企業PRの実施 
・県ホームページを使ったイベント・キャンペーン等の告知（企業自身がホームページの特定コーナーに
自由に入力することができる） 
 

連携している取組の内容と見込まれる効果 

A) 長崎県婚活サポート官民連携協議会の運営 
 婚活支援事業を一体的に推進するため、長崎県婚活サポート官民連携協議会（以下「連携協議会」とい
う。）構成団体相互の連絡・調整を図っている。連携協議会の構成団体は、以下の通り。 
・長崎県 
・県内 21市町 
・長崎県商工会議所連合会 
・長崎県商工会連合会 
・長崎県漁業協同組合連合会 
・長崎県中小企業団体中央会 
・長崎県生活協同組合連合会 
・長崎県農業協同組合中央会 
 
◇この項目（長崎県婚活サポート官民連携協議会の運営）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）「婚活サポート官民連携」がスタートした経緯はどのようなものか。 
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（答え）市町・経済団体等に対し、県の婚活支援事業への協力を求めるために発足した。 
 
（問い）「長崎県婚活サポート官民連携協議会」の組織運営体制（事務局がどこにあり、連絡調整業務は
どの団体の職員が担っているか。人件費等の財源負担をどのように割り振っているか）はどのようなもの
か。 
（答え）事務局、連絡調整、財源（事務費）負担は、長崎県婚活サポートセンターと県こども未来課が共
同で行っている。 
 
（問い）婚活支援事業を一体的に推進するための具体的な方策は何か。 
（答え）市町においては、議会などで事業成果として成婚数を求められることが増えてきており、県は成
婚数が確実に把握できる取組として、県のお見合いシステムとの連携（登録・閲覧窓口の設置、会員募集
等）を勧めている。 
 具体的な取組としては、以下の通り。 

・県のお見合いシステムの登録料を市町が補助する。※一般財源を投入 
・市町連携セミナーを県と市町の共催で開催（県は講師謝金等、市町は会場提供と広報）し、その
成果を市町に還元することで、市町の取組をレベルアップする。 
・市町主催イベント・セミナー等を県の会員に告知するとともに、イベント参加者に県のシステム
への登録を呼びかける。 
・県・市町連携により婚活サポーター研修を行い、市町担当者も同席することで、婚活支援人材の
広域的な交流を促す。 

 
B) 県内市町との連携による結婚、妊娠・出産、子育て応援キャンペーン 

 県民が希望どおりに結婚、妊娠・出産し、安心して子育てができる社会の実現に向け、企業・団体によ
る応援宣言、妊娠・出産に関する啓発、ボランティア活動への参加呼びかけ、社会全体における機運の醸
成など、行政、企業・団体及び県民が一体となったキャンペーンを展開している。 
 令和２年度は新たに、エリアを絞った情報を発信できる交通広告や企業・団体・働く人に詳しい情報を
届けることができる新聞等を活用した情報発信に取り組むこととする。 
 また、県から経済団体等への働きかけと連携して、県内市町においても企業や市町民など、各主体への
働きかけを行うこととしている。 
 
＜県の役割＞ 
・周知ツール（ポスター・チラシ等）を作成し、キャンペーンの浸透を図る。 
・インターネットへのバナー広告（エリア・年齢層等ターゲットを指定）を掲出し、ポータルサイトへの
誘導を図る。 
・結婚・子育て応援ポータルサイトの運営と内容の充実を図る。結婚、妊娠・出産、子育てを応援する人
に向けた県内の動向や、参加可能な取組（応援宣言、縁結び隊など）などの情報発信を行うとともに、閲
覧者自身が操作して進めるコンテンツ（クイズなど）を追加する。さらに、ページビュー数などをチェッ
クし、効果的に閲覧してもらえるよう工夫する。 
・テレビ局とのタイアップキャンペーンを実施する（費用はテレビ局との折半）。 
・新聞抜き刷り広告により、主に企業・団体や働く人に向け、少子化の現状、現代の結婚・子育て事情、
県・市町の結婚・子育て支援の取組、結婚・子育てを応援する企業の情報等を発信し、少子化対策に関す
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る認識の共有を図る。新聞本紙での広告掲出に加え、号外新聞のように抜き取って、企業やセミナー参加
者等に配布できるものとする。 
 
＜市町の役割＞ 
・管内企業等への個別訪問による、結婚・子育てを応援する取組（結婚・子育て応援宣言の応募、職縁結
婚を支援する企業間交流事業ウィズコンへの参加、セミナー・イベントの従業員への周知等）の働きかけ
を行う。（長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、西海市、雲仙市） 
・自治会・婦人会・消防団等への説明等による結婚・子育てを応援する取組（婚活サポーターや子育てボ
ランティアへの参加、保育人材の掘り起こし等）の働きかけを行う。 
・広報媒体等を通じた市町民に対する市町及び県の結婚・子育て支援事業内容（ウィズコン、結婚・子育
て応援宣言制度及び宣言団体の取組）の周知と事業の活用促進を行う。（南島原市） 
 
＜県・市町の連携により見込まれる効果＞ 
・より地域事情に詳しい市町が企業・団体に働きかけを行うことで、県が単独で働きかけを行うよりも応
援宣言団体数が増大することが見込まれる。宣言後も丁寧なフォローアップを行うことで企業の要望を反
映し、きめ細かな対応が可能となる。 
・婚活サポーターや子育てボランティア、保育人材の掘り起こしについても、市町が地縁組織（自治会・
婦人会・消防団等）を活用した働きかけを行うことで、より多くの県民の参加が見込まれる。 
 
◇この項目（県内市町との連携による結婚、妊娠・出産、子育て応援キャンペーン）に関する文書による
事前質問と回答 
（問い）<県の役割>にある「インターネットへのバナー広告」でターゲットとしたエリア・年齢層等は
何か。さらに、ポータルサイトへ誘導したユーザーに、どのようなアクションを期待したのか。 
（答え）バナー広告は、県内在住者、20～49歳をターゲットとして、機運醸成及び婚活支援事業のＰR
として実施。 
  期待したアクションは、県の婚活支援事業の案内ページを見て、友人・知人への情報の波及や、お見
合いシステム登録料半額キャンペーンへのアクセス。 
 
（問い）<県の役割>にある「テレビ局とのタイアップキャンペーン」の具体的内容は。 
（答え）令和２年度現在、以下のテレビ局とタイアップを実施中。（今後増加予定） 
・地元テレビ局のローカルワイド番組において婚活事業紹介コーナーを設け、年間数回の特集を放送。年
間 300本のＣＭを放送（費用は計 250万円程度）。 
※令和元年度は県内の民放全４局とタイアップし、各局のローカルワイドのタレント等を起用したＣＭを
制作・放送した。 
 
（問い）＜県・市町の連携により見込まれる効果＞にある「宣言後の丁寧なフォローアップ」とは具体的
にどのようなものか。 
（答え）市町の結婚・子育て支援制度やイベントのきめ細かい情報提供や、宣言企業への訪問（ヒアリン
グ）による県・市町事業へのフィードバックを想定している。 
 
（問い）連携の在り方についての今後の構想はどのようなものか。 
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（答え）現在、結婚支援部門、子育て支援部門それぞれにおける県・市町相互の連携は進んでいるが、結
婚支援・子育て支援部門間の連携が不十分であることを課題と認識している。そうした部門間の連携を強
化し、より結婚・子育て部門が一体となった機運醸成を図る。 
 
（問い）「連携による見込まれる効果」の実績をどのように認識しているか。特に定量的な数値があれば
示してほしい。 
（答え）定量的な成果はないが、例えば、県が広報素材（チラシ、コラム、キャンペーン告知画像）を作
成し、市町に広く提供することにより、複数市町で様々な形で活用（広報誌への掲載、自治会回覧、全戸
配布等）された。 
 
 

C) 長崎県婚活サポートセンターにおける市町と連携した取組 
①会員制データマッチング「お見合いシステム」（平成 28年～） 

：会員数 1,987人 
②ボランティアによるマッチング「縁結び隊」（平成 26年～） 

：会員数 192人 
 ※令和元年度末に登録プロフィール更新と併せて登録意思を確認 
③職縁結婚の減少を補う企業間交流システム「ウィズコン」（令和元年 10月～） 

：グループ数 59組（登録申請中含む） 
④イベント情報の提供・申込システム「ながさきめぐりあい」（平成 18年～） 

：イベント参加者数 1,157人 
※①～④は令和２年 12月末の実績値 

 
令和２年度は、市町会員の県システムへの誘導、婚活サポーターの掘り起こし、企業向け特典（従業員

向けセミナー）の活用などによる企業へのウィズコン参加に向けた働きかけの強化など、県・市町が連携
して、婚活支援の４本柱の参加者の増加（量の拡大）を図っている。 
婚活に参加する人の裾野の広がり（量の拡大）と成婚数の増加（質の向上）に向けた取組として、地域

の実情に応じたセミナー・イベント等を県と市町の共催により実施している。 
 
＜県の役割＞ 
・ウィズコンの市町との共同運営と、企業・団体等に対する参加働きかけの強化 
・「量の拡大」及び「質の向上」に資する、県事業の会員、企業・団体や親世代などに向けたセミナー・
イベント等の市町との共同開催と、市町へのノウハウ普及 
・婚活支援の４本柱の運営と市町への支援（事業の市町別実績報告、業界団体等の連絡調整と団体等を経
由した企業情報の市町への提供、事業実施ノウハウ提供、タブレット貸出等） 
 
＜市町の役割＞ 
・ウィズコンの県との共同運営及び企業等に対する参加働きかけの強化 
・「量の拡大」及び「質の向上」に資する、県事業の会員、企業・団体や市町民等に向けたセミナー・イ
ベント等の、県との共同開催（共同企画・運営、会場提供、参加者募集など） 
・県と連携した、市町民への４本柱の周知（一斉広報等） 
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・長崎市：ウィズコン登録者・宣言企業社員等を対象としたイベント・セミナーの実施 
・佐世保市：企業コーディネーターによる企業への働きかけ、お見合いシステムの周知広報・登録受付 
     ：県と連携した婚活サポーター研修の実施、制度の運用 
・島原市：婚活コンシェルジュによる企業への働きかけ、お見合いシステムの周知広報・登録受付、県事

業と連携したカウンセリング・ウィズコン登録者・お見合いシステム会員等を対象としたセ
ミナー付きイベント、県セミナーと連携したセミナーの開催 

     ：県と連携した婚活サポーター研修の実施、制度の運用 
・諫早市：市職員による企業への働きかけ、お見合いシステムの登録受付 
    ：お見合いシステム会員・ウィズコン登録者等を対象としたイベント・セミナー、県セミナーと

連携したイベントの開催 
・大村市：市センターによる企業への働きかけ、お見合いシステムの周知広報・登録受付 
    ：お見合いシステム会員・ウィズコン登録者等を対象としたイベント、県セミナーと連携したイ

ベントの開催 
・西海市：ウィズコン登録者・宣言企業社員等を対象としたセミナー・イベントの開催 
・雲仙市：婚活支援員による企業への働きかけ、お見合いシステムの登録受付 
    ：県と連携した婚活サポーター研修の実施、制度の運用 
・南島原市：お見合いシステム会員・ウィズコン登録者等を対象としたセミナー付きイベント、縁結び隊

と連動した企業間交流イベントの実施 
      ：婚活支援員による企業への働きかけ、お見合いシステムの登録受付 
     ：県と連携した婚活サポーター研修の実施、制度の運用 
     ：ウィズコン利用手数料への支援 
・長与町：相談会におけるお見合いシステムの登録促進 
    ：お見合いシステム会員、ウィズコン登録者等を対象としたセミナー付きイベント、県セミナー

と連携したイベントの実施 
    ：町結婚支援事業登録者に対する県お見合いシステムへの移行支援（登録料補助） 
・その他の市町：セミナー・イベント等の開催（平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、川棚町、

波佐見町、新上五島町） 
       ：お見合いシステム登録料への補助（松浦市、雲仙市、東彼杵町、小値賀町） 
       ：専門家による個人へのカウンセリングやアドバイス等、きめ細かい婚活支援（対馬市） 
 
＜連携により見込まれる効果＞ 
 [県における効果] 
・企業等訪問の効率化（旅費の節減、訪問回数の増、きめ細かい働きかけによる参加企業の増） 
・市町を通じたセミナー・イベントの誘客による、県事業の会員数のさらなる増加 
・県・市町の一斉広報による会員数の増 

※参考：県・市町等一斉広報（平成 30年、令和元年 10～12月）により、お見合いシステム新規会
員数が増加。新規会員数 平成 29年 10～12月 70人 → (一斉広報) → 平成 30年 10
～12月 130人、令和元年 10～12月 85人。 

 
 
 [市町における効果] 
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・少ない市町負担での婚活支援（県の４本柱及びセミナー・イベント等を活用） 
・市町内におけるマッチングのさらなる促進及びマッチング率の向上 
・市町民のマッチング機会の拡大（会員は広域かつ多数） 
 
◇この項目（長崎県婚活サポートセンターにおける市町と連携した取組）に関する文書による事前質問と
回答 
（問い）「ウィズコンの市町との共同運営」の具体的内容はどのようなものか。 
（答え）市町が管内の企業に働きかけ、ウィズコン企業登録とグループ登録を呼びかけている。また現
在、登録の促進に向けたシステムの見直しに向け、県と市町で協議中。 
 
（問い）ウィズコンの「質の向上」の具体的内容はどのようなものか。 
（答え）婚活色を弱めた自然な出会いの機会を創出することによりこれまで「婚活」にあまり積極的でな
かった層を取り込み、婚活市場の活性化を図ることができる。また、セミナーにより、未婚化の現状や妊
孕力（にんようりょく）の知識などを啓発し、婚活意欲を高めることができる。 
 
（問い）「ウィズコン宣言企業」になることで、企業にはどんなメリットがあるのか。 
（答え）異業種交流やプライベートの充実により、社員に活気が生まれる。 
 
（問い）「ながさき結婚・子育て応援宣言」の登録企業と「ウィズコン宣言企業」は一致するのか。 
（答え）一致しない。両方で登録する企業もある。 
 
（問い）連携の在り方についての今後の構想はどのようなものか。 
（答え）市町の子育て支援部門との連携を強化し、間口の広い子育て支援を切り口として結婚支援に取り
組む企業を増やしていきたい。 
 
（問い）「連携による見込まれる効果」の実績にはどのようなものがあるか。特に定量的な数値があれば
示してほしい。 
（答え）定量的な成果はないが、例えば、エリア限定のケーブルテレビで複数市が県のキャンペーンの広
報を行った結果、エリア（半島）全体をカバーした例や、地域コミュニティを挙げて県の婚活サポーター
に登録予定の例などがある。 
なお、新型コロナウイルス感染症拡大によりイベント・セミナー等ができていないが、本来であれば、婚
活サポーター数の増加、県事業の会員数の増加が見込まれた。 
 

D) 結婚支援事業における主体別の役割分担 
[県] 
・キャンペーンの統轄（官民連携協議会の開催など協働体制づくり） 
・新聞広告、メディアタイアップ、ポータルサイトなど多様な媒体による情報発信 
・婚活支援事業（４本柱及びセミナー・イベント等）の展開 
・団体等に対する結婚・子育て応援宣言や県の婚活支援事業に関する情報発信依頼 
  
[市町]  
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・県と連携した婚活支援事業の住民への周知、企業等への結婚・子育て応援宣言や県の婚活支援事業に関
する周知と働きかけ（南島原市） 
・窓口等における県事業と連携した事業の展開や企業等への働きかけ（佐世保市、島原市、諫早市、大村
市、雲仙市、南島原市、長与町） 
・県の４本柱及びセミナーと連動したイベント・セミナーの開催（長崎市、島原市、諫早市、大村市、松
浦市、壱岐市、西海市、南島原市、長与町） 
・県との連携によるお見合いシステム会員登録促進（松浦市、長与町） 
・県との連携による婚活サポーターの養成・スキルアップ（佐世保市、島原市、雲仙市、南島原市） 
・その他結婚・子育てを応援する各市町独自の取組 
 
 [メディア] 
・県とタイアップした結婚・子育て応援企画の実施 
・企業等に対する結婚・子育て応援宣言の働きかけ 
 
 [企業・団体] 
・結婚・子育て応援宣言の実施 
・ウィズコンへの参加（ウィズコン企業としての登録や引き合わせプランの登録等） 
・婚活サポートセンター協力企業（従業員への周知）、応援企業（お見合い場所提供）の登録 
・その他、結婚・子育てを応援する自主的な取組（企業同士のお見合いイベントの実施等） 
 
 [県民] 
・身近な人に対する結婚・子育て支援制度等の周知 
・婚活サポーターへの参加 
・保育人材としての活躍 
・ココロねっこ運動（子どもの心を育てるため、大人が変わろうという県民運動）への参加 
 
◇この項目（結婚支援事業における主体別の役割分担）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）県の「ポータルサイト」の運営手法はどのような形か。 
（答え）外部委託はせず、県職員が管理。情報については、県庁の関係部署（男女共同参画、雇用労働政
策）や市町結婚支援・子育て支援部署から募集している。データはアクセス数のみを記録。効果測定はア
クセス数の記録により実施。 
 
（問い）県の「婚活支援事業」を企画する段階で、市町の意見をどのように取り入れているのか。 
（答え）官民連携協議会、アンケートでの意見や、市町訪問での意見を取り入れている。具体的には、ウ
ィズコンの見直し点を聴取しているほか、セミナー・イベント内容・回数等に市町の意見・要望を反映
し、市町が県事業を活用しやすいようにしている。また、市町の要望により、県が広報資料（広報誌掲載
用素材等）を提供している。 
 
（問い）市町の「窓口等における県事業と連携した事業の展開や企業等への働きかけ」のうち、企業等へ
の働きかけは、具体的にどのような手法で、何を働きかけているのか。 
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（答え）市町の企業コーディネーター等により、企業訪問によりウィズコンや応援宣言への参加を働きか
けてもらっている。 
 
（問い）企業・団体の取組のうち「その他結婚・子育てを応援する自主的な取組」の実例にはどのような
ものがあるか。 
（答え）・保険会社等の外交員が、顧客に対し県の婚活支援事業を周知 
・企業・団体が県との連携による婚活イベントを開催 
・地域の企業が地域活性化のため独自に婚活イベントを開催 
・地域コミュニティを挙げて県の婚活サポーターに登録 
 

地方自治体間連携の成果 

◇この項目（地方自治体間連携の成果）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）連携の効果を地方自治体側がどのように評価しているのか、成果を示した資料はあるか。 
（答え）多様な主体の巻き込み、イベントの集客増、市町職員の負担軽減、会員の増加などの効果がある
ことから、今後も推進していく。 
なお、成果については、令和２年９月 29日付け長崎新聞の 13・14面に、「ながさき縁結び新聞」と題
し、長崎新聞社とのタイアップ広告を掲載。県、市町の連携の成果をまとめている。 
 
（問い）市町の財政状況や産業構造の違いで効果に差が出ているか。 
（答え）定量的な成果はまだ出ていないが、財政状況や産業構造により、取組のレベル感や手法等には差
が生じる。特に、市町の考えや地域の実情（人材、団体の有無等）により、可能な取組は異なるので、各
市町の実情に応じた取組、連携手法を県が提案している。 
 
地域少子化対策重点推進交付金の効果（地方自治体側の評価） 

◇この項目（交付金の効果（地方自治体側の評価））に関する文書による事前質問と回答 
（問い）交付金をどのように活用しているか。 
（答え）財源不足を補うため、積極的に活用している。 
 
（問い）交付金の効果を地方自治体側がどのように評価しているのか。 
（答え）少ない自主財源で大きな事業を組むことができている。また、市町の少子化対策を促す手段の１
つとしても有効。 
 
（問い）交付金の活用前と活用後の違いはあるか。 
（答え）特に結婚支援を大きく進めることができた。また、市町との連携も進んでいる。 
 
（問い）本事業以外で、これまで交付金を活用した事業で培ったことが、本事業で活用されている例はあ
るか。 
（答え）特になし。 
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今後の課題 

◇この項目（今後の課題）に関する文書による事前質問と回答 
（問い）県と市町が連携して行う結婚支援の今後の構想、目標の達成に向けての具体的な課題は何か。 
（答え）社会における結婚支援の重要性の認識不足、企業の取組不足が大きな課題と想定、そのためには
結婚支援の重要性を説く、いわば「セールスマン」を増やすことが必要と考えている。今後、市町の子育
て支援部門、地域づくり部門とも連携を深め、子育てや地域づくりに取り組む方々に婚活支援の重要性を
理解してもらい、「セールスマン」として社会全体の認知度向上と企業の取組促進を図っていきたい。 
 

ヒアリング結果 

長崎県は、県の合計特殊出生率（平成 30年 1.68）と県民の希望出生率（同年度 2.08）とが大きく乖離
していることから、婚活支援と子育て支援を車の両輪として施策を展開している。 
県と市町、企業、団体が連携した長崎県婚活サポート官民連携協議会を平成 28年に設立し、（１）少

子化に関する課題の共有と、市町民・会員企業等への普及（２）各主体の取組の共有、優良事例の紹介
（３）交付金の活用等による市町の婚活支援の取組促進（事業構築支援、交付金申請サポート等）を進め
ている。 
そうした取組は市町職員の負担軽減や多様な主体の巻き込み等につながっているが、短期間でイベント

参加者数や会員数等の増加などの目に見える成果が現れるまでには至っておらず、市町によって地域の実
情（人材・団体等の有無や得意分野、人口・産業構造、地域性等）が異なる上、市役所、町役場のマンパ
ワーや財政事情などの課題もある。 
このため、県の少子化対策班が市町を巡回し、各地域の課題を把握した上で、結婚支援の取組が進むよ

うにサポートしている。 
婚活関連のイベントを実施する市町は多いが、イベントがどこまで成果（成婚）につながっているかを

検証することは難しい。また、市町単独の取組では参加者の固定化が課題となっていた。そこで、県の
「お見合いシステム」に市町を通じて登録するよう促し、登録者が結婚することを市町の結婚支援の成果
として把握できるような取組や、広域イベント・セミナー等の取組などを進めている。市町によっては、
一般財源を投じて県のシステムの登録料を助成するなど、住民のシステム登録を後押しするところも出て
いる。 
また、登録会員の出会いや縁結びを応援する「縁結び隊」や、お見合いシステム会員の引き合わせの調

整や交際の助言を行う「システムサポーター」等、「婚活サポーター」の育成にも力をいれているが、そ
うした婚活サポーターの研修には、県のサポーターだけでなく、市町が独自に育成しているサポーターも
参加できるようにして、スキルアップを図っている。 
一方、各地域で活動する県のサポーターが、必ずしも当該地域の市町の結婚支援担当者と連携を取って

いるとは限らないため、これら研修の機会を通じて、結婚支援にかかわる人材の「つながり」を強めるこ
とも進めている。 
市町側の課題としては、組織の中で「結婚支援」の担当部署と「子育て支援」の担当部署が別々で、相

互に連携していないケースが多いことが挙げられる。特に「子育て支援」は必要性や事業内容が認知され
ている一方、「結婚支援」は市町民に広く知られていない市町もあることから、県が市町の「子育て支
援」担当部署に「出産・子育ての前段階としての結婚の重要性」を訴え、「子育て支援」担当部署も巻き
込んだ上で、子育て支援のネットワークを活用しながら市町民の結婚支援の取組を促すことも今後行って
いく。 
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市町の結婚支援事業のサポートは、すべての市町に一律に働きかけるのではなく、結婚支援に取り組む
ための意欲や人材、親和性の高い既存事業の存在など条件が整っている市町にまずは提案・協議のうえ支
援し、その成功例を横展開していくスタンスで進めている。 
少子化対策は「官民」で取り組むことが必要だが、特に結婚支援について企業や団体など「民」のセク

ターの認識は高くない。そこで、企業を対象にした「ながさき結婚・子育て応援宣言」の制度を創設し
た。 
「ながさき結婚・子育て応援宣言」は企業に従業員の結婚・子育て支援に取り組んでもらうのが目的だ

が、特に中小企業の場合、従業員の結婚は事業の利益に直結しないため、経営者や管理職に関心を持って
もらうことが難しい。このため、「ながさき結婚・子育て応援宣言」の登録に関しては、できる限りハー
ドルを低くし、登録に当たっての条件はほとんど設けなかった。その代わり、登録企業には定期的にメル
マガを送り、「結婚支援」「子育て支援」「少子化対策」に関する情報に触れてもらうことを当面の目的と
している。さらに、政策間連携により、女性活躍推進法の一般事業主行動計画策定や、働きやすい職場づ
くりに関する県の認証取得などに向けた取組も促している。 
また、将来的には「ながさき結婚・子育て応援宣言」登録企業を、一種の「ホワイト企業」という位置

づけにし、県内の高校等に周知して、就職先選びの参考としてもらうような仕組みを設け、登録企業の従
業員確保に寄与するなど具体的メリットを派生させることも検討している。 
結婚支援に企業を巻き込むことについては、市町が地場の企業に積極的に働きかけているケースもある

ことから、そうした取組を県も支援しながら、その成功パターンを他の市町に紹介し、横展開していくこ
とを考えている。 
 

総括と分析 

 長崎県は、令和元年の合計特殊出生率が 1.66、都道府県別で第６位と、高い水準にある。また、県民
の希望出生率も 2.08と高く、少子化対策を進める上での環境はわが国の中では良好と言える。さらに、
県は「有配偶率の上昇を図ることが最も重要」との観点から、結婚支援対策に強い政策的意欲を持って取
り組んでいる。 
 ただ、その長崎県においても、「少子化対策」での政策的な優先順位は「子育て支援」が高く、県、市
町ともに「結婚支援」に十分な予算が取れているわけではない。そのため、県は限られた財源を有効活用
するため、県と市町が緊密に連携した結婚支援対策を展開している。 
 ヒアリングの結果から、長崎県が実施している市町との連携に、以下のような特徴を見て取ることがで
きる。 
（１）県と市町がパラレルな関係にあるのではなく、県が結婚支援に関する戦略を立てた上で、住民の
「婚活」を促す戦術を具体的に市町に伝え、実行してもらうという形を取り、県は「司令塔」としての役
割に徹している。 
（２）地域によって結婚支援への理解度、少子化対策への危機感が異なる上、市役所、町役場の組織の在
り方にも差があり、県が同じ働きかけ方をしても効果がある地域とない地域に分かれる。このため、結婚
支援への機運が高まりやすい地域を県がセレクトし、重点的に支援を展開している。 
（３）県はできるだけ市町の担当部局との接触を多くし、当該市町の地域の実情を綿密に把握する。その
情報を基に、各地域の実情に合った結婚支援の手段を県から提案し、実施を勧める。 
（４）市町が「子育て支援」と「結婚支援」を異なる部署で所管し、両者の連携が行われていない場合、
県は市町へ積極的に働きかけ、両部署の協力を促す。特に、結婚支援の担当部署に比べ、子育て支援の担
当部署の方が活発に事業を展開しているような市町では、「少子化対策は、子育て支援と結婚支援が連結
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してこそ効果が生まれる」と子育て支援の担当部署を説得し、結婚支援事業に協力させるといった方法で
関与することもある。 
 特徴（１）に記したように「県と市町がパラレルな関係」にはないものの、県の政策を市町の事情を考
慮しないで押し付けるようなことをせず、「相談を受けて助言をする」というスタンスに徹していること
が、県と市町の関係を円滑にし、結婚支援への機運を高める結果につながっているとみることができる。 
 さらに、地方自治体全体の課題として、少子化対策という同じカテゴリーの政策であっても、国の補助
金・交付金の交付元が異なる府省であることなどが理由で、結婚支援と子育て支援を組織内で異なる部署
が担当し、相互に連携が取れないまま、政策の効果が十分に発揮されていないことがある。長崎県が市町
の個別事情も斟酌し、組織内連携が実現するような働きかけに努めていることも、注目に値する。 
 こうした事実から「複数の地方自治体が連携して実施している取組」として他団体が参考にするべきな
のは、都道府県が市町村と連携する場合、「都道府県は結婚支援に関する明確な戦略を立てた上で、市町
村に具体的な事業の進め方に関する情報を提供する『司令塔』に徹する」「都道府県は市町村に対して一
律の対応をするのではなく、地域の事情に配慮したアドバイスを行う」「都道府県は市町村の組織内連携
の在り方にも積極的に関与する」といった果断なスタンスと言えるだろう。 
 一方、地方自治体の連携とは異なる問題ではあるが、長崎県のヒアリングでは、子育て支援、とりわけ
結婚支援には、県、市町といった公的セクターが取り組むだけで十分な効果は得られず、結婚支援の対象
である独身者の職場である民間企業の理解と協力が重要であることが浮かび上がった。 
 ただし、長崎県は、少子化対策、結婚支援が地域社会にとって極めて重要なテーマであっても、従業員
の結婚は企業の利益に直結せず、経営者や管理職に関心を持ってもらうことが難しいことを重視。性急に
結果を求めずに、企業の「関心を高める」ことを目的とした地道な情報提供を続けている。 
 「子育て支援」の場合、企業がそれに協力的な姿勢を明確化すると、社会的な評価が上がったり、子育
て世帯を顧客として囲い込むことができたりするなど、事業収益を増加させる結果につなげることができ
る。長崎県では、結婚支援についても同様の効果を期待し、結婚支援に理解ある企業を一種の「ホワイト
企業」に位置付け、企業イメージの向上や人材確保に資する仕組みの構築を進めている。この点も「少子
化対策に民間企業を巻き込む」という政策の中で、他団体にとって参考になる取組であると言える。 
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2. 大阪府「少子化対策部局と地方創生・まちづくり・住宅施策部局との連携の取組」 
 
区分：少子化対策部局と地方創生・まちづくり・住宅施策部局との連携 
担当する企画・分析委員：坂本純子委員 
調査テーマ：大阪府 府営住宅の空室活用。大阪府営住宅ストック活用 
ヒアリング対象者：大阪府 住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課 計画グループ 馬場博之氏 
調査実施者：時事通信社 編集委員 武部隆 
 

基礎的情報 

A) 府における少子化対策の位置付け 
大阪府では、子どもを安心して産み育てることができる環境整備を進めることが少子化対策にも資すると
いう考え方を基本に、「大阪府子ども総合計画」（平成 27年 3月）を策定し、社会情勢の変化にも対応し
た総合的な取組を推進している。その中で、特に少子化対策については、特効薬はなく、あらゆる施策を
総動員して、持続可能な社会づくりに資する取組を継続していく必要があることから、平成 31年３月、
子ども総合計画をはじめ関連する府内の各種計画に位置付けられている取組のうち、少子化対策に資する
ものを再整理及び一部追加をし「少子化対策基本指針」を策定した。 
 

B) 少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標 
KPI：合計特殊出生率：令和 2年末。前年を上回る（参考 平成 30年：1.35） 
成果目標：「子どもを大阪で育ててよかったと思う府民の割合：令和 2年末。前年を上回る（参考 平成
30年末：53.0％） 
 

C) 参考指標 
出生数 平成 30年 65,446人（合計特殊出生率 1.35） 
婚姻数 平成 30年 44,365人（人口千人対 5.1） 
 

D) 地域少子化対策重点推進事業実績 
平成 30年度、令和元年度とも実施していない 
 

ヒアリング対象事業「府営住宅の空室活用」の内容 

A) 地域の課題 
子育て世帯の転出超過については、待機児童の発生や一時預かり等多様な保育・子育て環境の不足等の

問題も一因としてあると推測されるため、子育て世代が仕事と子育てを両立でき、安心して子どもを産み
育てられる環境を整備する必要がある。 
さらに、就職を希望しながらも安定した職に就けていない女性や若者等が就職し、経済的自立を実現す

ることが地域経済力の低下を防ぐため、子育て支援の環境整備とともに、若者等が働く上で必要な知識や
技術を習得する就業支援の場の整備が必要である。 
このような子育て支援等の喫緊の課題については迅速に対応する必要があるが、新たに施設を整備する

ことは、用地の確保や多額の建設費の確保等、困難な状況になっている。このため市町との緊密な連携の
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もと、市町が主体的に行うまちづくりにあわせて府営住宅ストック（既存の住戸等）を有効に活用し、速
やかに地域の課題に対応していく必要がある。 
 

B) 取組の概要 
① 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」 
大阪府では、平成 28年 12月、府営住宅の今後 10年間の活用方針を示す計画として、「大阪府営住

宅ストック総合活用計画」を策定（計画期間：平成 28年度～37年度）。この計画は、府民の貴重な資
産である府営住宅を、将来のあるべき姿を見据えつつ、建替え、改善等の事業を適切に選択し、良質
なストックの形成に資するとともに、募集や入居管理、資産活用等、総合的な活用を進めることを目
的としている。 

  同計画の基本的な考え方②定住人口の増加に向けた子育てしやすいまちづくり 
 「府営住宅ストックを活用したまちづくりに取り組み、定住人口の増加に向けた魅力豊かなまち
づくり、とりわけ地域の若年世代の定住に向けた子育てしやすいまちづくりを推進します。」 

 
② 地域再生計画「府営住宅地域資源化プラン・大阪」 
計画期間：平成 29年３月 28日から令和８年３月 31日まで 
計画概要【地域再生を図るために行う事業】子育て支援のための空室活用 

 
③ 活用事例 
ⅰ.空室活用：小規模保育事業所、一時預かり事業所、子育て支援拠点 等 

 ⅱ.土地活用：認定こども園、保育所 
 

C) 目標値 
①子どもを大阪で育ててよかったと思っている府民の割合 
  平成 27年度（基準年度）63.6%、令和７年度（最終目標）75％ 
②子育て支援のための空室活用 
  平成 27年度（基準年度）2件、令和７年度（最終目標）30件 
③交流拠点等の年間延べ利用者数 
  平成 27年度（基準年度）6,884人/年、令和７年度（最終目標）23,000人/年 

 
ヒアリング結果 

 公営住宅のストック有効活用は、人口減少が急激に進む中、地方自治体にとっての大きな課題。現在、
大阪府は平成 28年度に策定した計画に基づき、このような空室活用事業を実施しているが、府営住宅の
空室活用についてはそれ以前から実施している。 
 橋下徹知事時代の平成 22年度、府政全般の方針見直しを行った中で、住宅政策についても大方針転換
を行った。これまでは公営住宅法に基づいて、府営住宅を困窮者に提供してきたが、多くの住宅が形成さ
れた高度経済成長期においては、ハードとしての住宅供給とソフトである福祉的経済支援がセットで提供
されることが有効に機能していた。しかし現在では、民間の空き家が大量にある中で、公営住宅には困窮
する方が集住し、コミュニティの形成に困難を抱える状況もあり、「民間の住宅を活用しながら住宅セー
フティーネットとして支援すべきだ」という考えに転換し、府営住宅は将来的に減らしてく方針を打ち出
した。 



 

60 
 

 また、住宅のボリュームを縮減していく一方で「土地や建物は府民の貴重な資産」と捉え、地域のまち
づくりに積極的に使おうという基本的なポリシーも同時に打ち出された。そして、翌平成 23年度に「ス
トック総合活用計画」を改定し、「府営住宅が所在している 38市町と連携し、府営住宅ストックをまち
づくりに活用する」とのコンセプトが定められた。地域のまちづくりの主体である基礎自治体の意見が反
映されるよう、府と 38市町が個別に協議する場を設けるとともに府と 38市町で構成される連絡会議を
設け、そこで検討する課題の 1つのメニューとして空室の活用に取り組んでいる。 
 空室活用においては、その目的として、営利が主目的である場合は対象にしないことや、地元市町との
連携が図られていることなど、簡単な判断基準や条件を定めた。公営住宅は建設時に国から補助金を受け
ており、目的以外の使用は原則できないが、本来の入居者を邪魔しない範囲での使用であればよい、とい
う取扱いがなされている。市町との連絡会議は現在も年１～２回開催している。主に空室活用や土地活用
の事例紹介や、空室活用の取組をしている事業者をゲストスピーカーとして招き、実態を話してもらうこ
ともある。 
 府の事業費が 0円で空室活用を展開できるのは、住宅部局はあくまで場所貸しを行っているという立
場だから。各取組には事業主体（市町、NPO、自治会、株式会社など）がおり、事業コストはその事業
主体が負担している。逆に空室活用には使用料が発生するので、0円というより住宅部局は収入をいただ
いている状態。事業主体からすると、民間の施設よりは安く借りられるという点がメリットもしくはイン
センティブになっている。そういった観点から、事業費をかけておらず予算要求をしていないという意味
での「事業費 0円」となっている。 
 空室活用事業では、現時点で 57の住戸を使っているため、単純計算で 1千万円以上の年間収入があ
る。ただし、本事業は空き家対策としてやっているのではなく、地域のまちづくりへの貢献を目的として
いる。国の補助制度を使って建設したものなので制度上の限界はあるが、必ずしも空き家があるから活用
しようとしているのではない。もちろん、活用している中には、入居募集を掛けても倍率一倍を切ってし
まうような低需要団地もあるので、そうした場合は空き家を集約して移転していただいて住戸を間引くよ
うな事業も同時にやっている。そのような取組で、廃止予定だった住戸も使っており、もともと入る予定
のなかった家賃収入を得られたという副次的効果はある。 
 個別のプロジェクトは、府と市町の協議の場の中で話が出ることもあるが、市町側から提案されるケー
スもある。市町との個別の協議の場を開催するきっかけとして、よくあるケースとしては、空室の活用で
はなく土地の活用として、府側から「近い将来ここに土地が出来るが、ここを市町としてまちづくりに使
うアイデアはあるか」という投げかけをするために、会議を設けることがある。 
 協議の場には、まちづくりという観点から、住宅部局だけでなく各府市町から企画部門、福祉部局など
様々なメンバーが集まっている。38市町それぞれ状況が異なるので、そろっていない地域もあるが、基
本的には福祉部局も共に議論する場として設定している。 
 子育て支援、少子化対策の面では、府営住宅の空室活用は大きな効果を上げていると評価している。４
～５年前から小規模保育、待機児童対策の必要性が叫ばれるようになってきたが、当初は保育施設を増や
そうにも器になる物件が用意できなかった。子育て支援を進める市町のニーズにも応えられていたと思っ
ている。 
 空室活用を始めた当初は事例が少ないこともあって、住宅に補助金を出した国交省と個別協議を行って
いた。ただ、公営住宅の目的外使用については、内閣府所管の地域再生計画を策定することによって補助
金の適正化に関する迅速化の緩和措置があるため、今はそれを活用している。入居希望者を阻害しない範
囲の活用というラインを守って内閣府に地域再生計画を出して承認を受ければ、国交省には事後報告で足
りることになり、作業としては楽になった。 
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 事業に対しては、地域や地元市町からは好意的な評価をいただいている。事例集を作成しているのは、
そうした声を紹介する目的もある。そもそも、府が「この場所で何かをしよう」と言うのではなく、相手
があって初めて成立する話なので、事例集などを通じて、情報を発信している。事業のニーズがあるかど
うかは地元市町がよく分かっていて、事業者に働きかけてもらうだけでなく、事業が地域のまちづくりに
寄与するのか、公益性があるのかの判断も市町がする。府はあくまで受け身の立場にある。 
 また、市町だけでなく、NPO法人等、地域で活動している方の声も拾わないとマッチングは成立しな
い。ホームページに事例集を掲載するなど、様々なツールを使って広報を行っている。結果、事業をやり
たいプレーヤーから相談をいただいて、その後、市町に相談するというケースも多々ある。 
 この事業を一層推進していくには、この事業の仕組みをできるだけ多くの人に知ってもらうかが一番の
課題。そこで、公民連携部局が運用しているNPO法人向けのメールマガジンに情報を流したり、府営住
宅の入居者向けに年 4回発行しているふれあいだより（広報誌）に掲載したり、福祉部局で開催してい
る子育て支援イベントにチラシを置いてもらったりしている。また、空室活用の取組を全く知らない方か
ら「いい場所ないか」という相談が入ることもある。 
 内閣府に出した地域再生計画「府営住宅地域資源化プラン・大阪」では、数値目標の 1つとして「子
どもを大阪で育ててよかったと思っている府民の割合」を平成 27年度の 63.6％を令和２年度 70％、令
和７年度 75％と設定した。この「割合」は橋下知事の時代に「将来ビジョン大阪」という将来像イメー
ジの進捗管理にあたり、実現状況を把握するために実施しているインターネット調査で把握している。サ
ンプル数 1,000、20歳以上の府民を対象に各市町村の人口、年齢、性別の割合に応じてサンプルを取っ
ていて、同じ調査を政策企画部で毎年やっている。 
 「府営住宅地域資源化プラン・大阪」では、「子育て支援のための空室活用件数」も数値目標として掲
げており、平成 27年度の２件を令和２年度 17件、令和７年度 30件に引き上げることとしている。 
 府の住宅部門が子育て支援を目的にした事業の掘り起こしをするに当たっては、子育て支援部局と連携
して各市町に毎年共同でアンケートを取っているほか、ここ５年くらいは待機児童対策や子供子育て支援
新制度をきっかけに連携することが多くなっている。ただし、実際に空室活用を進めていく上では、府の
福祉部局との連携よりも、地元市町の福祉部局との情報交換や連携等の必要性が高いと認識している。そ
のため、前述の連絡会議や個別協議の場で逐次情報提供や事例集の配布をして、プロジェクトの掘り起こ
しをしている。 
 また、府の福祉部局との連携でいうと、高齢福祉や障害福祉の面では、従前より大阪府独自の高齢者障
がい者住宅計画やバリアフリーに関する福祉のまちづくり条例や計画を作る際に、福祉部局と連携しなが
ら作業を進めることがあった。府営住宅の空室活用の実績にはカウントしていないが、府営住宅の住戸を
利用した障害者のグループホームがある。平成 10年から取り組んでいるもので、障害者が施設に集まっ
て住むのではなく、地域移行して地域で暮らすべきだという考えのもとで進めていたが、なかなか住む場
所が確保できず、府営住宅を活用することになった。現在約 500戸をグループホームのために使ってお
り、公営住宅の活用事例としては全国で最も数が多い。 
 住宅部局と福祉部局の実務上の役割分担は、府営住宅のある 38市町向けのアンケート配布は福祉部局
が担当し、その結果を元にしたヒアリング等は住宅部局が実施している。具体案件について、府の福祉部
局（子育て、障害、高齢者）が関与することはあまりない。地元市町の福祉部局との関わりは直接協議し
ているケースが多い。 
 そのほかの事業効果としては、府営住宅を管理する立場からすると、地元の自治会や地域のニーズを満
たすことが最も重要だと考えている。公営住宅制度はそもそも低所得者層を対象とした住宅であり、入居
者は様々な困窮属性を持っている。他地域に比べて高齢化率が高く、地域活動に支障が出る状況もある中
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で、地域コミュニティの活性化に資する取組として、この空室活用事業が役に立っていると思う。ただ
し、まだすべての団地には波及していないという認識がある。 
今後は、いかに地域で活動している団体や取組のシーズやニーズを捉えマッチングするかが課題。幅広

く周知広報を図り、芽を拾っていくことが重要になる。 
 空室活用は、子育て支援だけでなく、高齢福祉や障害福祉にも使用されているほか、お試し移住など地
域に人を呼び戻すために地方自治体自らが活用している事例もある。用途が幅広いため、逆にどこにアプ
ローチするが難しい部分がある。基本は地域で活動している団体に届くようなNPOメールマガジンでの
情報発信等を中心に行っている。このうち、お試し移住は岬町、泉佐野市の２カ所で実現した。 
 府営住宅の空室活用についての最大の課題は、やはりマッチング。事業主体としてはNPOや自治会に
期待しているが、財政基盤がぜい弱なケースが多く、いくら低廉とは言え使用料の捻出がネックになり前
に進めないことがある。減免や補助、無償化の相談を求められることもあるので、府においても公的な補
助制度を探すことなども含め、財源の捻出方法を事業主体と一緒に考えるようにしている。 
 

総括と分析 

 大阪府は、平成 31年３月に「少子化対策基本指針」をまとめ、府が実施する少子化対策の基本的な考
え方を一元的に示すとともに、個々の取組について少子化対策としても位置付けを明確化した。また、
「すべての府民が結婚や子どもについての希望を実現できる社会づくり」を基本目標に据え、結婚、妊
娠・出産、子育ての希望を実現できる社会をつくるため、市町村や民間事業者等とも連携しながら、ライ
フステージに応じた切れ目ない支援を実施していく方針を打ち出した。ただし、この「基本指針」はあく
まで考え方であり、政策の遂行は府庁の各部局の個別事業に任せ、総合計画的な少子化対策プランは作成
していない。 
 今回の事例調査でヒアリングを実施した「府営住宅の空室活用」は、公営住宅政策を入口としたアプロ
ーチでありながら、少子化対策基本指針で示された政策テーマに合致した効果を上げている。公営住宅は
多くの地方自治体で建設し、管理をされているが、空き室の有効活用は共通した課題となっている。公営
住宅ストックを少子化対策の中で有効に機能させていくこの事業は、そうした地方自治体にとって参考に
できるものとなっている。 
 公営住宅は国庫補助を受けて建設される施設であり、その活用には法的にも制限が設けられている。転
用に当たっては、本来であれば個別に国土交通省との協議が必要だが、大阪府は府営住宅の空き室転用を
地域再生計画に盛り込むことで手続きを簡素化し、プロジェクトを効率的に推進することにも成功してい
る。 
 また、個別の案件を進めるに当たっては、「府の資産を有効活用する」ことを何よりも優先し、府営住
宅が存在する地元市町と緊密に連携するのはもちろん、空き室の利用を希望する事業者を発掘することに
も力を注いでいる。ヒアリングでも、「空き室の有効活用は、それを使う事業者＝プレーヤーがいて、初
めて成立する」という言葉があったように、まず地域にどのようなニーズがあるかを把握し、そのニーズ
を「府営住宅空き室有効活用」の枠組みの中にはめ込むためにはどうすればいいかを、大阪府側が知恵を
出すという積極的な姿勢が、プロジェクトの成功につながっている。 
 また、NPO法人や自治会など、財政的な基盤を持たない事業者の提案を実現するため、住宅関連以外
の補助金も含めて財源探しをするなど、「大家」である府が「店子」となる事業者に寄り添う形で取り組
んでいる点も見逃せない。 
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 さらに、公営住宅を障害者向けグループホームに活用することをスタートラインに、府の住宅担当部局
と福祉担当部局が恒常的に情報交換を続けてきたことで、「まちづくり」と「少子化対策」という異なる
カテゴリーの政策が融合する素地が存在したことも重要だ。 
 このプロジェクトは、公営住宅の空き室活用という政策課題の中で、保育施設など少子化対策のニーズ
が「たまたま」マッチしたと評価することもできる。ただし、そのマッチングを実現するには（１）大阪
府の組織内での連携と情報共有（２）市町との課題の共有と密接な協力関係（３）空き室を利用する事業
者の尊重―といった要素が必須で、これらは少子化対策事業を効率的に展開していく上で、極めて重要な
ポイントと言える。 
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3. 秋田県 「NPO等との連携による結婚支援の取組」 
 
区分：NPO連携 
担当する企画・分析委員：板本洋子委員 
調査テーマ：秋田県とNPO等との連携による結婚支援 
ヒアリング対象者：秋田県 あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課 調整・結婚・若者支援班 上
田貴夫氏 
調査実施者：時事通信社 編集委員 武部隆 
 

基礎的情報 

A) 県における少子化対策の位置付け 
令和２年３月策定の「第２期あきた未来総合戦略」では、4つの基本目標を設定し、「基本目標３ 結
婚・出産・子育ての希望をかなえる社会づくり」として次のことを施策の柱に掲げている。 
 ① 結婚・出産・子育てに希望をもてる社会の実現 
 ② 出会いと結婚への支援の充実・強化 
 ③ 妊娠・出産・子育てを支える環境づくりの推進 
 ④ あらゆる分野における女性の活躍推進 
 

B) 少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標 
「第２期あきた未来総合戦略」の「基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会づくり」で、
数値目標として婚姻率、合計特殊出生率、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業数（従業
員数 300人以下の企業）を以下のように設定。 
① 婚姻率 
現状値 平成 30年：3.1 
目標値 令和２年：3.1 令和３年：3.1 令和４年：3.1 令和５年：3.1 令和６年：3.1 
 
② 合計特殊出生率   
現状値 平成 30年：1.33 
目標値 令和２年：1.37 令和３年：1.41 令和４年：1.45 令和５年：1.49 令和６年：1.54 
 
③ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業数（従業員数 300人以下の企業） 
現状値 平成 30年：174 
目標値 令和２年：300 令和３年：360 令和４年：420 令和５年：480 令和６年：540 
 
 上記目標の達成に向けた具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）を以下のように定めた。 
〈具体的な施策〉 
ⅰ．結婚・出産・子育てに希望をもてる社会の実現 
（ア）結婚・子育てを社会全体で応援する機運の醸成 
〔地域における子育て世代や次の親世代を核とした啓発活動の推進〕 
・結婚や子育て等に関する様々な地域課題に対応して活動するプロジェクトチームの設置 
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・ＳＮＳを含めた多様な媒体の活用による結婚・子育て情報の発信強化 
・市町村が実施する新婚世帯の経済的負担を軽減するための取組促進 
〔企業・団体との連携による普及啓発の促進〕 
・あきた結婚応援パスポートの利用促進と協賛店舗の増加に向けた取組の強化 
・あきた子育てふれあいカードの利用促進と協賛店舗の増加に向けた取組の強化 
・少子化克服に向けた取組が顕著な企業・団体の表彰 
（ア）についての重要業績評価指標（KPI） 
・あきた結婚応援パスポート協賛店舗の登録数：（平成 30年）０→（令和６年）1,000店 
・あきた子育てふれあいカード協賛店舗の新規登録数：300店（令和２～６年の５か年分の累計） 
（イ）ライフプランを学び考える機会の充実 
〔高校生や大学生等が学べる機会の提供〕 
・高校の授業等における副読本を活用したライフプランを学ぶ機会の提供 
・大学生等の独身者のライフデザイン形成に向けた支援の強化 
・独身者の親を対象とした子どものライフプランを考え支援の方法等を学ぶ機会の創出 
〔子どもや子育てへの理解を深める体験機会の創出〕 
・中学生を対象とした子育て等を学習する機会の拡大 
・中学生・高校生を対象とした子育て支援ボランティアへの参加促進 
（イ）についての重要業績評価指標（KPI） 
・ライフプランを意識することの必要性を理解した高校生等の割合：（平成 30年）０→（令和６年）
90％ 
・子どもとのふれあいを肯定的に感じた中学生の割合：（平成 30年）０→（令和６年）90％ 
 
ⅱ．出会いと結婚への支援の充実・強化 
（ア）独身者のマッチング支援の強化 
〔あきた結婚支援センターの認知度とイメージの向上〕 
・若年者の利用が多い媒体を活用したセンター情報等の発信強化 
・センター職員のスキルアップによるきめ細かなサービスの向上 
〔すこやかあきた出会い応援隊・結婚サポーターと連携した支援活動の推進〕 
・すこやかあきた出会い応援隊等の資質向上を図る取組の強化 
・すこやかあきた出会い応援隊等の出会いイベントの開催促進 
・結婚サポーターの育成と活動の促進に向けた支援の強化 
（ア）についての重要業績評価指標（KPI） 
・あきた結婚支援センターの入会者数：（平成 30年）575人→（令和６年）1,000人 
・あきた結婚支援センターへの成婚報告者数：（平成 30年）159人→（令和６年）245人 
（イ）多様な出会いの機会の創出 
〔独身者の多様なニーズにマッチした出会い・交流機会の創出〕 
・出会い・交流機会の創出や企業間の交流促進に向けた支援の強化 
・従業員の結婚を応援する企業同士による交流会等の開催促進 
・企業内における従業員の交流行事等の開催促進 
・すこやかあきた出会い応援隊等の出会いイベントの開催促進 
〔独身者の婚活力アップへの支援の強化〕 
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・独身者向けのスキルアップセミナー等の開催 
（イ）についての重要業績評価指標（KPI） 
・すこやかあきた出会い応援隊のイベント開催件数：（平成 30年）112件→（令和６年）150件 
・あきた結婚支援センターへの出会い・交流イベントの参加報告者数：（平成 30年）2,264人→（令和６
年）2,500人 
 

C) 参考指標 
婚姻数：（令和元年）3,161…前年より 109増加 
婚姻率：（令和元年）3.3 …前年より 0.2ポイント上昇 
出生数：（令和元年）4,696…前年より 344減少 
出生率：（令和元年）4.9 …前年より 0.3ポイント低下 
合計特殊出生率：（令和元年）1.33…前年と同率。都道府県別で全国順位は前年の 43位から 38位に上昇 
 

D) 地域少子化対策重点推進事業実績 
〔平成 30年度〕秋田県出会い・結婚支援事業 6,468千円 
〔令和元年度〕秋田県少子化対策重点推進事業 27,681千円 
 

地域の実情と課題 

秋田県は、平成 26年の日本創生会議の推計で 25市町村のうち 24市町村が消滅可能性都市とされるな
ど、全国最大のペースで人口減少、少子高齢化が進んでいる。そのため、若年層の県外流出に歯止めをか
けるとともに、県民の結婚・出産・子育ての希望の実現や、地域の労働力不足の解消に向けて取り組んで
いくことが喫緊の課題となっている。 
第３次少子化社会対策大綱の少子化対策集中取組期間（平成 27年度～令和元年度）にあわせ、県の人

口問題対策を「あきた未来総合戦略」として策定した。 
同戦略では、人口減少の要因を分析した結果と国の総合戦略における視点を勘案し、4つの基本目標を定
め、そのうちの 1つ「基本目標３ 少子化対策」として次のことを施策の柱に掲げて行ってきた。 
 ①官民一体となった脱少子化県民運動の展開 
 ②結婚・妊娠・出産・子育ての総合的な支援の充実・強化 
 これにより誰もが安心して結婚・妊娠・出産・子育てできるよう官民一体となった取組を展開し、「脱
少子化」への機運を醸成するとともに、男女の出会いから、家庭を持ち、夫婦が理想とする数の子どもを
産み育てるため、独身者や子育て世代など、各世代のニーズを踏まえた経済的支援等を実施することを基
本的方向として人口減少の克服に取り組んできた。 
 しかしながら総合戦略策定後も全国的な東京一極集中はむしろ加速しており、秋田県においても人口の
社会減は歯止めがかかっていない状況にあるほか、独身者の出会いの機会の減少などもあり、婚姻件数と
出生数は年々減少し、人口の自然減にも歯止めがかからず厳しい状況が続いている。 
 このことを踏まえ、秋田県は、第１期戦略の検証とともに、新しい時代の流れや県の地域資源の活用等
の視点を踏まえながら、令和２年度からの５年間の「第２期あきた未来総合戦略」を作成した（前掲）。 
 なお、平成 30年度に県あきた未来戦略課が行った「秋田県少子化要因調査」では、若年者の未婚化が
出生率の低下を招いているほか、結婚している女性の出生率は高い水準にあるものの、第 1子の出生率
の低迷が合計特殊出生率の低さ(平成 30年：1.33 全国順位 42位)に影響していると分析している。 
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 そのため、地域子ども・子育て支援事業や子育て世帯の経済的負担への軽減策を継続しながら、子ども
を産み、育てやすい環境づくりを充実させていくとともに、独身者の結婚の希望をかなえるための支援を
充実させていくことが課題となっている。 
 

NPO等と連携する理由・背景 

秋田県は、従前から少子化対策は行政だけの対応に限界があることを痛感しており、前掲の「あきた未
来総合戦略」で打ち出した「官民一体となった脱少子化県民運動の展開」「結婚・妊娠・出産・子育ての
総合的な支援の充実・強化」においても、NPOをはじめとした非営利組織、営利を目的とする民間企業
の知恵やノウハウを活用する取組を進めてきた。これは、「第２期あきた未来総合戦略」においても引き
継がれた。 
 その一方、平成 30年度に秋田県が独身者に実施した結婚に関するアンケートでは、回答者の約７割が
「独身でいる理由」として「結婚を希望しているにもかかわらず、結婚したいと思う異性とめぐり会わな
い」ことを挙げた。 
 秋田県は、その主な要因を「出会いイベントの減少」と「従業員の男女比率が偏っている企業が多い」
ことだと分析した。 
 秋田県は平成 23年４月、任意団体（平成 27年に一般社団法人化）として「あきた結婚支援センタ
ー」（以下「センター」という。）を設立し、県内で行われる出会いイベントの情報提供に加え、会員登録
制によるお見合い（マッチング）事業を進めてきた。さらに、センターが県内各地の個人や団体を「すこ
やかあきた出会い応援隊」として登録、独身男女を対象にした出会いイベントを開催してきた。それらの
イベントは平成 24年度ごろには年間約 200回開催され、約 6,000人の参加者を集めていたが、平成 30
年度には開催数は 112回、参加者数は 2,264人にまで低迷している。 
 出会いイベント開催数が減少している理由をすこやかあきた出会い応援隊のメンバーから聴取したとこ
ろ、イベント内容のマンネリ化のほか、イベント開催の周知先がこれまでの参加者や主催者の馴染みのお
店など限定的であり、呼びかけの対象を広げられないといった課題があり、参加者が集まらなくなったこ
とによるものとの回答があった。このことから、すこやかあきた出会い応援隊は、上記の課題について、
克服するための手法を習得する機会を求めていることが分かった。 
 また、令和元年度に秋田県が県内企業に対し行ったアンケートでは、男性または女性従業員の割合が
70%以上を占める企業が全体の約８割も存在しており、職場内における異性との出会いは非常に限られ
たものとなっていることが確認できた。そうした中で、自社が雇用している独身従業員の結婚を応援する
団体として同センターに登録している「会員団体」の企業等からは、独身従業員の結婚の希望をかなえる
ために、他の企業の従業員との交流の場を設けたいと考えているものの、相手企業の担当者や窓口が分か
らないことから、会員団体交流会の開催を打診することが出来ずにいるとの声が多く聞かれた。そのた
め、会員団体交流会の開催を希望している企業は、企業同士の間を取り持つコーディネーター的な存在を
求めていることが明らかとなった。 
 さらに、会員団体交流会を開催しようとしても、業務多忙等により企業内には企画・運営を行う余裕や
人材がいないことから、企業に代わって会員団体交流会を企画・運営できる者も必要としていることが、
企業訪問による聞き込みで明らかになった。 
 また、結婚を希望し、その希望をかなえるために出会いイベントへ参加することを考えている方に聞い
たところ、服装、話し方に自信がなく、またエスコートの方法も分からないとの回答が多くあり、それら
のスキルを習得する機会を求めていることが分かった。 
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 以上のような背景から、特に結婚支援事業の分野で、専門的な知見を有するNPOや民間企業等との連
携が求められた。この部分での連携相手は、日本青年館結婚相談所の所長時代から秋田県の結婚支援に関
わってきたNPO法人「全国地域結婚支援センター」（略称P－Ｃｏ＜ピコ＞ネット、以下「ピコネッ
ト」という。）代表の板本洋子氏だった。 
 ピコネットとの連携は、地元の結婚支援者・結婚相談員を対象とした研修会、個別相談に関する知見
（研修会の内容の企画、研修会への講師派遣を含む）の提供のほか、地元の結婚相談員から依頼を受け、
結婚を希望している人の相談に、ピコネット（板本代表）が応じることもある。また、企業が従業員の結
婚支援を行う際の留意点について助言を求めるなど、結婚支援を効果的に進めるためのノウハウを得るこ
とを主な目的としていた。 
 また、秋田県は平成 23年４月にセンターが発足した当初から、会員登録制のマッチングシステムを準
備し、平成 31年３月末時点で登録人数約 1,800人、累計成婚数も 1,300人を超える実績を上げていた。
ただ、このシステムは簡易なデータベースを利用した閉鎖系システムで、登録者が結婚支援センターの窓
口まで出向かないと相手を探すことができないなど、使い勝手は決していいものではなく、スマートフォ
ンを利用したマッチングアプリ等が普及する中で、徐々に利用が少なくなっていった。 
 このため、平成 31年度に交付金を活用して「あきた結婚支援センターマッチングシステムリニューア
ル事業」を実施、民間事業者が開発したシステムを導入することで、使い勝手を向上させ、利用率アップ
と成婚実績の増加を狙った。 
 

ヒアリング結果 

秋田県は、全国最大のペースで人口減少、少子高齢化が進んでいることから、若年層の県外流出に歯止
めをかけるとともに、県民の結婚・出産・子育ての希望の実現や、地域の労働力不足の解消に向けて取り
組んでいくことが喫緊の課題となっている。 
県は令和２年度から「第 2期あきた未来総合戦略」をスタートさせた。同戦略では①産業振興による

仕事づくり②新しい人の流れづくり③結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会づくり④新たな時代に対
応した地域づくり・人づくり―の４つの基本目標を設定。この４つを総合的に推進するため、県あきた未
来創造部が調整役となって施策を展開している。 
 特に③の少子化対策のうち結婚支援については、県、市町村といった公的セクターだけでなく、企業な
ど民間も巻き込んだ取組を進めている。このため、平成 23年に県、県市長会、県町村会、県労働福祉協
議会、県商工会議所連合会、県商工会連合会、県農業協同組合中央会、県社会福祉協議会が参画する任意
団体として発足した「あきた結婚支援センター」を、平成 27年４月に一般社団法人化し、当初からの構
成団体に加えて新たに県中小企業団体中央会、県医師会、県老人クラブ連合会の３団体が参加する形に改
組した。一般社団法人の運営に当たり、民間団体は県、市町村とともに運営費を拠出し、法人の理事会で
ある「運営委員会」にも参加、組織の意思決定に加わり、「官民共同運営」の形態をとっている。 
 平成 31年度に県の補助事業として実施したセンターのマッチングシステムリニューアルにより、令和
２年１月から新システムが稼働を開始した。新しいマッチングシステムは、タメニー株式会社（旧：株式
会社パートナーエージェント）という会社が開発したもので、システムの保守管理も同社に委託してい
る。 
 旧パートナーエージェントが開発したシステムを福島県が導入しているのを知り、秋田県から担当者が
視察に行った。最終的にはコンペとなったが、同社のシステムを導入し、その結果、マッチングの業務の
効率が上がるとともに会員の利便性が向上し、成果も出ている。 
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 以前の旧マッチングシステムは、利用希望者がセンターに出向かないと、お相手の情報にはアクセスで
きない閉鎖系の仕組みだった。また、システムに登録された会員の出会いを設定するのも、すべてセンタ
ー職員の手作業で、電話で両者の都合を聞いてセッティングするなど、多くマンパワーを必要としてい
た。 
 新システムは、会員登録の際にまず、結婚生活でパートナーがしたら許せないと思う行動など、価値観
に関する 112問の質問に答える「EQアセスメント」を受ける。この診断結果などを基に、「自分が重視
する価値観」と「相手に求める価値観」の合致率が互いに高い人をＡＩが探し、週に 1回自動的に相性
のよい相手を紹介する仕組みになっている。また、同時に何人と交際をスタートさせてもよいなど、会員
が使いやすい仕組みになっている。 
 お見合い後のカップル成立率は、旧システムの約２割が新システムでは約４割と倍増し、それを聞きつ
けた人が新たに会員登録するなど良い循環が生じて、ひと月あたりの新規入会者数は旧システムの最終期
から約 1.5倍に増えた。また、新システムが稼働した１月以降、既に８組が成婚（令和３年１月末時点）
しており、交際期間は１か月、1.5か月、３か月など、いずれもスピード婚だった。 
 ＡＩでの相性判定の精度は高く、成婚したカップルはもちろん、他の会員からも「初めて会っても話が
弾んだ」「価値観が一致してびっくりした」といった声が寄せられている。ただ、ＡＩでの相性判定の精
度が高くても、会員は「どうやって交際を進めるか」という部分では、悩みを抱えている。そこにアドバ
イスするのがセンター職員の仕事だが、そのノウハウを得て、さらにスキルを高めることに、ピコネット
の支援を受けている。 
 ピコネットはセンターと委託契約を結んでおり、秋田県と直接の契約関係にあるわけではないが、ピコ
ネットの板本洋子代表はピコネット設立以前から秋田県の結婚支援施策に関わってきた経験があり、県の
職員とも気心が知れた存在。逆にピコネットがなかったら、センター職員の指導を誰に頼むのか、非常に
困ったはず。 
 定期的に異動のある県の職員と違い、センター職員は長期間同じ仕事に従事することができるので、ピ
コネットの指導を受けて、会員が交際を継続し、成婚に向けて進む上でのアドバイスや叱咤激励のスキル
を向上させることが可能になっている。新しいマッチングシステムでは、チャット形式でセンター職員が
会員にアドバイスをすることができる。システム上に記録されたやり取りをシステム保守管理委託先のタ
メニー（株）の職員も見ているが、あきた結婚支援センター職員のアドバイススキルは高いと評価されて
いる。 
 県としては、結婚支援の成果を上げていくには、企業の経営者や幹部なりが、自分の会社の従業員の福
利厚生をサポートする一環として、結婚支援に取り組んでもらうことが必要だと考えている。企業として
は、従業員の結婚に関わると当然、セクハラにならないかなどコンプライアンスの面で心配する部分はあ
るが、秋田県でも特に都市部では地域での人のつながりが薄くなってきているので、企業を通じた結婚支
援を進めなければならない。 
 財政的な支援として、今年度、独身者の出会いの機会を創出するイベントを手掛ける企業や団体に助成
する仕組みを設けた。補助金はイベント１回当たり 15万円と多くはないが、令和 3年 1月時点で９団体
に合計 200万円を超える額を交付決定している。 
 今後、結婚支援を充実させていくためには、いろいろな組織での機運醸成が必要で、そのために県の結
婚支援部門で企業訪問を積極的に行っている。会員団体にはさらなる後押しをお願いし、新規の協力企業
も集めていく。まずはセンター会員になってもらい、センターが発する情報を従業員に届けるようにお願
いしている。 
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 結婚支援策に県の一般財源を投入することは年々難しくなっている。交付金に頼らざるを得ないので、
できるだけ制約を減らし、複数年度での交付決定なども認めてもらえるようになるとありがたい。一方
で、結婚支援に対する企業の意識が変わらないと、行政がいくら旗を振ってもうまくいかない。そこが最
大の課題だと認識している。結婚支援が組織への人材の定着と雇用の安定につながると説明しており、そ
の意識を多くの企業関係者に持ってもらうことが今後さらに必要になる。 
 新型コロナウイルス感染症対策として、センターにオンライン配信用の機材を整え、Zoomを使ったオ
ンラインでの婚活イベントを開催できるようにした。現状では県内企業にイベント運営や配信を委託し、
福岡にある専門会社の協力も得て実施しているが、いずれはセンター職員が自分たちだけでオンラインイ
ベントを運営できるようにしたい。そのため、オンラインイベントの企画・運営の研修も行っている。新
型コロナウイルス対策である本事業はスピード感が重要であったため、６月に事業化を決断して７月補正
で予算を計上し、10月にはオンライン婚活イベントをスタートさせた。 
 

総括と分析 

 秋田県の令和２年９月末現在の人口は 95万 2,005人で、前年に比べ 1万 3,922人（1.44％）減少し
た。人口減少数は、平成 18年に初めて 1万人を突破してから、令和２年まで 15年連続で 1万人を超え
ているが、令和２年は平成 28年以来 4年ぶりに前年に比べ減少幅が縮小した。また、人口減少率も平成
22年以来 10年ぶりに前年に比べ縮小した。 
令和元年 10月から同２年９月までの出生数から志望者数を差し引いた自然減少数は１万 1,012人、転

入者から転出者を差し引いた社会減少数は 2,910人だが、転出者に着目すると、年齢層では 20～24歳が
最も多く 4,248人、男女別では男性 2,100人に対し女性 2,148人と女性の方が多く、結婚支援のメインタ
ーゲットとなる世代が急速に収縮していることが分かる。 
秋田県は、こうした現実に早くから危機感を持ち、平成 23年の段階で「あきた結婚支援センター」を

発足させ、県が主導する形で結婚支援事業を展開、その当初からデータベースを活用したマッチングシス
テムも稼働させ、東北ブロックの中でも「婚活先進県」として注目されてきた。 
 ただ、ＩＣＴ技術の急速な進展とともに、スマートフォンの普及もあって、当初は先進的だったマッチ
ングシステムは旧式化した。そこで、秋田県は平成 31年度にマッチングシステムのリニューアル事業に
着手、最新のＡＩを活用した仕組みを導入したことで、県の婚活事業に関心を集めることに成功した。 
 あきた結婚支援センターの新規入会者数をみると、新システムが稼働した令和２年１月が 31人（シス
テム稼働は１月 20日のため、新規入会の期間は 31日までの 12日間）、２月 81人と急増、３月以降は新
型コロナウイルス感染症の影響で婚活自体が停滞気味になったものの、スマートフォンやパソコンを使っ
てマッチングができる新システムの効果から、３月は 27人と落ち込んだものの、４月 34人、５月 47
人、６月 78人、７月 66人、8月 49人、９月 78人、10月 75人と、10月までの累計で 566人と、前年
12か月間の入会者 474人を約２割上回った。【表１】 
 また、マッチング（お見合い）数は前年 12か月の累計 1044に対し、令和２年１～10月は 742となっ
た。これを月別で見ると令和２年は１月 50、２月 47、３月 66、4月 42、5月 68、６月 75といずれも前
年同月を下回ったが、７月 98、８月 108、9月 102、10月 86と、新型コロナウイルスの影響があるにも
関わらず、７月以降は前年同月を上回っている。【表２】 
 こうした実績値は、県がマッチングシステムのリニューアルを積極的にＰＲし、地元メディアだけでは
なく、全国紙やインターネットニュースでも扱われたことが相乗効果としてプラスに影響したものとみら
れる。 
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 さらに、新システムは入会者やマッチングの数だけでなく、質的な変化ももたらし、お見合い実施件数
から交際に至った割合を示す「交際転換率」は、旧システムが平均 20％程度だったのに対し、新システ
ムは平均 44％、月別では 50％を超える数字も出ている。【表３】成婚実績も新システムでマッチングし
たカップルが４、８、９、10月に１組ずつ出ており、新型コロナウイルスの影響下でもマッチングから
交際、結婚という成果を得ることができている。 
 しかしながら、ヒアリングの結果が示すように、ＡＩを活用したシステムを導入すれば、それだけで結
婚が増えるわけではない。マッチングシステムは、独身者を婚活に導く入口に過ぎず、会員が相手を見つ
けた後、交際を継続し、成婚に向けて進む上でのアドバイスや叱咤激励を、結婚支援センターの職員が遂
行しなければ、結婚というゴールにたどり着くことは難しい。 
 こうした事実から他団体が結婚支援事業を展開する上で参考になるポイントを、以下のように整理でき
る。 
まず、スマートフォンで手軽にマッチングアプリが利用できる現在、結婚支援のために地方自治体が展

開する「公的」事業においても、スマートフォンやパソコンを介して会員登録やマッチング相手の検索が
できる仕組みを構築しなければ、利用者の増加は見込めない。特に、新型コロナウイルス感染症を前提と
した社会では、リアルのお見合いイベントの開催が難しくなっており、リモートで婚活ができるツールの
整備は必須となっている。 
 また、マッチング相手を見つけることが成果であるスマートフォンアプリと異なり、結婚支援事業は
「成婚」がゴールであり、マッチング（お見合い）から交際、結婚というハードルを越えなければならな
い。従って、公的な結婚支援事業においては、会員登録、マッチングという「入口」に立った利用者を、
交際に進ませ、さらには両者に結婚を決意させるため、どのような「付き合い」をすべきなのか、的確な
アドバイスが必要になる。 
 マッチングシステム自体は、予算さえ取れれば構築できるが、「交際」や「結婚」という人間関係を進
展させるためのノウハウは、長い経験がなければ得られない。こうしたノウハウを担当者が一定期間で異
動する公的セクターで培うことは困難で、NPO法人のピコネットのような実績ある民間組織との連携が
不可欠となる。このため、マッチングシステムを新たに構築したり、既存のものを改良したりする場合
も、重要なのは利用者を集めた後、その人たちをどのように成婚に導くかというルートづくりであり、そ
のためのノウハウを得る方法が、結婚支援事業を効果的に展開する上でのカギになることを、関係者は認
識すべきである。 
 
【表１】入会者数の前年比較（単位：人） 

  
１ 
月 

２ 
月 

３ 
月 

４ 
月 

５ 
月 

６ 
月 

７ 
月 

８ 
月 

９ 
月 

10月 11月 12月 計 

令和元 40 32 34 56 47 38 32 45 36 39 43 32 474 

令和２ 31 81 27 34 47 78 66 49 78 75 52 40 658 

増減 ▲ 9 49 ▲ 7 ▲22 0 40 34 4 42 36 9 8 184 

 
【表２】マッチング（お見合い）数の前年比較（単位：組） 
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  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
10
月 

11
月 

12
月 

計 

令和元 
旧シス
テム 

89 86 108 90 92 96 95 88 92 66 75 67 1044 

令和２ 

旧シス
テム 

50 47 9 2 4 2 4 2 0 1  2  0 123 

新シス
テム 

  0 57 40 64 73 94 106 102 87 92 84 799 

合計 50 47 66 42 68 75 98 108 102 88 94 84 922 

増減 
▲ 
39 

▲ 
39 

▲ 
42 

▲ 
48 

▲ 
24 

▲ 
21 

3 20 10 22 19 17 
▲

122 
 
【表３】交際転換率（お見合い実施件数から交際に至った割合）の前年比較 

  
１ 
月 

２ 
月 

３ 
月 

４ 
月 

５ 
月 

６ 
月 

７ 
月 

８ 
月 

９ 
月 

10
月 

11
月 

12
月 

平均 

令和
元 

旧シス
テム 

27.0
% 

22.1
% 

22.2
% 

18.9
% 

20.7
% 

15.6
% 

20.0
% 

18.2
% 

19.6
% 

30.3
% 

16.0
% 

23.9
% 

21.2
% 

令和
２ 

旧シス
テム 

20.0
% 

21.3
% 

22.2
% 

                  
21.2

% 
新シス
テム 

  
54.5

% 
30.3

% 
48.6

% 
46.9

% 
52.0

% 
38.2

% 
33.6

% 
41.5

% 
45.3

% 
42.5

% 
49.0

% 
43.9

% 
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4. 長野県 「交付金を受けずに『自走』している事例」 
 
区分：自走している事例 
担当する企画・分析委員：南島和久委員長 
調査テーマ：長野県 結婚支援センター運営事業 
ヒアリング対象者：長野県 県民文化部 次世代サポート課 次世代企画係 渡辺恵係長、上沼薫主事 
調査実施者：時事通信社 編集委員 武部隆 
 

基礎的情報 

A) 県における少子化対策の位置付け 
長野県では、「しあわせ信州創造プラン 2.0」（長野県総合５か年計画：2018（平成 30）～2022年度）

を策定し、政策推進の基本方針「誰にでも居場所と出番がある県づくり」に該当する重点政策の１つとし
て「若者のライフデザインの希望実現」を掲げ、若者の結婚や子育ての希望実現に向けた施策を展開して
いる。 
① 結婚支援 
長野県内には、市町村、ＪＡ、社会福祉協議会、商工団体等、多様な主体が運営する非営利の公的結婚

相談所（以下「相談所」という。）が 73カ所（令和 2年 4月現在）あり、地域の結婚支援を担っている
が、個々の相談所は規模が小さく、相談対応力や相談所間の情報共有、相談員の資質向上等、共通の課題
も多い。このため、各相談所間をネットワークで結び、未婚者のデータを共有する「ながの結婚マッチン
グシステム」を構築するとともに、相談員等を対象とする研修会等を実施し、資質向上等を図っている。 
 平成 28年 10月に設置した「長野県婚活支援センター」専任の婚活コーディネーターが、相談所のサ
ポートや相談所間の連携支援を行っている。これらの取組により、令和 2年 3月末でマッチングシステ
ムの利用団体は 42団体、登録者は 1,098人、成婚数も累計 252組に達するなど成果を上げている。 
 平成 25年度以降、ボランティアでお見合い支援（お相手紹介）を行う「婚活サポーター」の募集・養
成に力を入れており、令和 2年 3月末で登録者は 1,428人、成婚数は 213組と成果を上げている。 
平成 26年度からは、企業の結婚支援促進のため、県内企業訪問を実施し、令和 2年 3月末現在、企

業・団体 500社が従業員の婚活支援を先導する「社内婚活サポーター」を設置している。 
 今後は、これまでの婚活支援センターを拠点とした市町村間連携による取組だけで婚姻数を大幅に増加
させることは難しいとの認識のもと、地域レベルで企業、NPO、大学、地域団体等の参加・協力を得
て、相互に連携した官民協働による結婚支援ネットワークを拡大・強化していくことが課題である。 
 
② 子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組 
 「長野県民の結婚・出産・子育てに関する意識調査」（令和２年９月）の結果では、理想の子ども数を
持てない理由としては、「子育てや教育の経済的負担」が 47.9％、「年齢的理由」が 37.7％、「育児の心理
的・肉体的負担」が 21.3％となっており、理想と現実のギャップを埋めていくためには、子育て世代の
経済的負担の軽減を図るとともに、社会全体で結婚・子育てを応援する機運を醸成していく必要がある。 
 こうした課題認識のもと、県が事務局を務める官民協働組織「長野県将来世代応援県民会議」では、会
議の構成員であるさまざまな主体が一丸となって、結婚・子育て支援の取組を進めている。 
 平成 29年 5月、日本創生のための将来世代応援知事同盟において、11月 19日を「いい育児の日」と
定めることが決定された。これを受け、長野県では、平成 29年度から、SNSによる県内各地の親子イベ



 

74 
 

ント情報発信や幅広い企業・メディアとのタイアップ企画を実施し、国の定める「家族の日」「家族の週
間」と併せて広報・周知を行っている。 
 

B) 少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標 
「しあわせ信州創造プラン 2.0」（長野県総合５か年計画：2018（平成 30）～2022年度）の重点目標

及び重点政策「若者のライフデザインの希望実現」に係る関連目標から、下記のとおり設定。 
・合計特殊出生率【目標】1.76（2022年度）、【基準値】 1.59（2016年度） 
・県と市町村等の結婚支援事業による婚姻数【目標】350組（2022年度）、【基準値】233組（2016年
度） 
・理想の子ども数が持てない理由として育児の心理的負担等を挙げた者の割合【目標】11.7％以下
（2023年）、【基準値】16.2％（2017年） 
・理想の子ども数が持てない理由として育児の経済的負担を挙げた者の割合【目標】48％以下（2023
年）、【基準値】48.0％（2017年） 
 

C) 参考指標 
婚姻数：8,809組（令和元年）  
婚姻率：4.4（令和元年） 
出生数：13,553人（令和元年）  
出生率：6.7（令和元年） 
合計特殊出生率：1.57（令和元年） 

 
D) 地域少子化対策重点推進事業実績 

〔平成 30年度〕ながの結婚応援事業 2,016千円 
       長野県総合的結婚・子育て支援事業 3,874千円 
〔令和元年度〕ながの結婚応援事業 1,186千円 
 

長野県婚活支援センターの概要 

A) 設置から自走までの流れ 
平成 20年「ながの子ども・子育て応援県民会議」設立 
平成 23年「ながの結婚マッチングシステム」稼働 
平成 25年「ながの出会い応援プロジェクト事業」開始 
平成 26年「婚活コーディネーター事業」開始、「ながの結婚マッチングシステム」改修 
平成 27年「ながの結婚支援ネットワーク等強化事業」 
平成 28年「長野県婚活支援センター」の設置 
※平成 28～30年度は交付金を活用していたが、令和元年度より自走している。 

 
長野県婚活支援センターは全県的な結婚支援の取組の拠点として、県直営事業（長野県婚活支援センタ

ー事業）に取り組むほか、ながの結婚支援ネットワーク事業（長野県将来世代応援県民会議事業）に関わ
り、ながの結婚マッチングシステムを運用。 
マッチング事業とセンター事業は会計が分かれており、マッチング事業は登録料収入でまかなえている

が、センター事業は全額県単費。企業協賛金などはなし。 
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 ※マッチングシステムの運営に係る事務局対応はセンター職員が行っているため、マッチング事業には
基本的に人件費が計上されていないことを考えると、全体としては登録料収入だけでは足りずに県費を投
入している状態。 
 

B) 取組の特徴 
長野県婚活支援センターは市町村の結婚相談所を束ねるポータルサイト的な役割。 
長野県婚活支援センターには、相談ブースなどは常設せず、システム利用者はながの結婚支援ネットワ

ークに加盟する市町村の相談所を通じてマッチングシステムを利用。（会員登録申込み・システム閲覧も
市町村相談所で行い、システムへの会員データ登録等の管理は事務局（センター）で行う。） 
各市町村の相談所でそれぞれ相談対応やイベント開催などをするため、地域の実情に応じたきめ細やか

な対応が可能である一方、空白地域があったり、全県的な対応がスピーディーに取りにくかったりといっ
た面もある。 
 

ヒアリング結果 

 長野県内には、市町村、ＪＡ、社会福祉協議会、商工団体等、多様な主体が運営する非営利の相談所が
73カ所あり、地域の結婚支援を担っている。このうち 42カ所は県が構築した「ながの結婚マッチングシ
ステム」を利用している。（令和２年度現在）42カ所は以下の通り。 
 

市町村 相談所名称 運営団体名 

長野市 （公社）長野シルバー人材センター結婚相談所 （公社）長野シルバー人材センター 

須坂市 須坂市社会福祉協議会結婚相談所 須坂市社会福祉協議会 

飯山市 飯山結婚相談所いいやま出会いサポートセンター 飯山市社会福祉協議会 

坂城町 坂城町社会福祉協議会 坂城町社会福祉協議会 

小布施町 小布施町社会福祉協議会小布施町結婚相談センター 小布施町社会福祉協議会 

高山村 高山村社会福祉協議会 高山村社会福祉協議会 

山ノ内町 山ノ内町社会福祉協議会 山ノ内町社会福祉協議会 

木島平村 木島平村社会福祉協議会 木島平村社会福祉協議会 

野沢 
温泉村 

野沢温泉村社会福祉協議会 野沢温泉村社会福祉協議会 

飯綱町 飯綱町社会福祉協議会飯綱町結婚相談所 飯綱町社会福祉協議会 

小川村 小川村役場総務課総合戦略推進室 小川村 

栄村 栄村社会福祉協議会 栄村社会福祉協議会 

松本市 
松本市役所四賀支所四賀地区地域づくりセンター結
婚推進 

松本市役所 四賀支所 
四賀地区地域づくりセンター 

安曇野市 安曇野市商工会（アズサポ） 安曇野市商工会（アズサポ） 

生坂村 生坂村ハピネスなび 生坂村 
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松川村 松川村社会福祉協議会結婚相談所 松川村社会福祉協議会 

朝日村 朝日村出会いサポートセンター結日musubi 朝日村 

木祖村 木祖村源気出会いサポートセンター 
木祖村 
源気出会いサポートセンター 

上田市 上田市社会福祉協議会 上田市社会福祉協議会 

上田市 JA信州うえだ結婚相談所「出会いのオアシス」 ＪＡ信州うえだ 

佐久市 佐久市社会福祉協議会結婚相談所 佐久市社会福祉協議会 

川上村 川上村 川上村 

南牧村 南牧村結婚相談委員会 南牧村 

長和町 長和町社会福祉協議会長和町結婚相談所 長和町社会福祉協議会 

青木村 青木村社会福祉協議会青木村結婚相談所 青木村社会福祉協議会 

岡谷市 岡谷市社会福祉協議会結婚相談所 （休止中） 岡谷市社会福祉協議会   

諏訪市 
諏訪市社会福祉協議会諏訪市結婚相談所Bel Post 
すわ 

諏訪市社会福祉協議会 

伊那市 いなし出会いサポートセンター 伊那市 

駒ヶ根市 駒ヶ根市結婚相談所 駒ヶ根市 

下諏訪町 下諏訪町社会福祉協議会下諏訪町結婚相談所 下諏訪町社会福祉協議会 

原村 原村マリッジサポートセンター 原村 

辰野町 辰野町婚活サポート「お結び」 辰野町社会福祉協議会 

箕輪町 ハッピーサポートみのわ 箕輪町 

飯島町 飯島町出会いサポートデスク 飯島町 

南箕輪村 南箕輪村社会福祉協議会南箕輪村結婚相談所 南箕輪村社会福祉協議会 

中川村 中川村結婚相談所 中川村 

宮田村 宮田村結婚相談所 宮田村社会福祉協議会 

阿南町 阿南町社会福祉協議会 阿南町社会福祉協議会 

阿智村 阿智村であいプロジェクト 阿智村であいプロジェクト 

下條村 下條村 下條村 

松川町 
高森町 
喬木村 
豊丘村 
大鹿村 

北部地区結婚相談所愛ねっと北部 北部地区結婚相談所愛ねっと北部 

泰阜村 泰阜村社会福祉協議会成婚リンクやすおか 泰阜村社会福祉協議会 

 



 

77 
 

 長野県は広いので、この 42カ所でカバーできていない地域もあり、この空白地帯をどのように埋めて
いくかが、結婚支援事業にとって 1つの課題となっている。 
 ながの結婚マッチングシステムは、県民会議における「結婚支援の取組において市町村間の広域連携が
必要」といった意見を発端に、「ながの結婚支援ネットワーク」を構成し、団体間で協議する中で、「こう
いったものが必要だという議論」を平成 20年から始めた。平成 21年に構想を詰め、平成 22年に少子化
交付金を活用した上で構築し、平成 23年７月から稼働している。平成 26年にはシステムの改修として
主にクラウド化を実施。それ以降システム自体の改修はその後なく、現行に至る。 
 現在のシステムは結婚相談所など専用端末がある場所でしか利用できないので、スマートフォン、タブ
レットから場所と時間を問わずにアクセスできる仕組みへの改修を検討している。交付金のメニューの
「高度化」を活用し、令和３年度の事業として進めたいと内閣府に相談している。現時点の計画では、県
の令和３年度予算に盛り込み、同年度内に稼働させたいと考えている。マッチングにはＡＩを使ったもの
を想定しているが、（スクラッチビルドより）パッケージソフトのほうがコスト的にも優れているので、
何社か実績のある民間事業者に話を聞いて計画している。 
 長野県婚活支援センターが関わる業務は前述のとおり、大きく分けると県直営のセンター事業と県民会
議のマッチング事業の２本柱で構成されている。センターよりもマッチングシステムの方が先に存在した
（センターの設立は平成 28年度）ので複雑になっているが、財政的にはマッチング事業はマッチングシ
ステムの利用者（登録者）が支払っている登録料収入だけで運営し、センター事業は県費で賄っている。
そのため、マッチングシステムは「自走」している形だが、それはシステムの維持管理や広報費等の事業
費部分だけであって、マッチングシステムの事務局運営に関わる職員の人件費はセンター事業の中に含ま
れている。従って、長野県の結婚支援事業全体を考えれば、実質的には一定の県費が投入されていること
になる。 
 マッチングシステムを利用している県内の公的な結婚相談所（前掲の表に記載された 42カ所）は、シ
ステムに係る負担金等を県（県民会議）に支払う仕組みにはなっていない。ただし、マッチングシステム
を利用するには、各相談所の職員が各地域の会員の相談に乗り、システムを通じて相手が見つかれば、交
際のアドバイスをするなどの業務が必要になり、そこに必要な経費は市町村が負担している。県マッチン
グシステムは、あくまで「お相手探し」のツールであって、利用者（マッチングシステムの会員）のお相
手を見つけ、交際から結婚に進むまでの後押しは各地域の結婚相談所が担うというのが、長野県と市町村
の役割分担になっている。 
 長野県婚活支援センターは県費のみを、マッチング事業はシステム登録料のみを、各々財源として成り
立っている。いずれも企業が協賛して資金を負担するといったことは、現時点では実現していない。 
 長野県婚活支援センターは、全県的な公的結婚支援の連携拠点として、マッチングシステムの事務局運
営や市町村相談所におけるシステム活用支援に携わり、システム利用者の相談を受けたり、交際の支援を
したりするような直接支援は行っていない。その一方、市町村を含む結婚支援をする団体への中間支援は
行っている。そうした団体の相談に乗ることもあるし、県の側から積極的に支援をする場合もある。結婚
支援は、法定事務等ではなく、県は市町村を監督するといった立場でもない。そのため、マッチングシス
テムを利用していない県内の空白地帯の市町村に個別の働きかけをしたり、毎年の少子化交付金説明会で
は、少子化対策の現況や必要性を説明したり、結婚支援に関する具体的事例を情報共有したり、というこ
とをしている。 
 また、前述の長野県将来世代応援県民会議という組織は、将来を担う子どもや若者を幼少期から青年期
までを含め、社会全体で支え応援するための官民連携組織であり、その事業の 1 つに、広域的な結婚支
援に係る取組（ながの結婚支援ネットワーク事業）があると位置づけている。長野県婚活支援センター
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も、職員が県民会議事務局を兼務する形で本事業に携わっている。この「ながの結婚支援ネットワーク」
を活用しながら、県と市町村の結婚支援を結び、役割分担をして連携を密にしている。マッチングシステ
ムの利用が進んでない空白地域には、地道にメリットを説明して、ネットワーク参加・システム利用を促
しているところ。 
 こういった運営体系が背景にあることから、システムの利用のみを県が単独広報すればいいということ
ではなく、(地域の住民に）マッチングシステムを使ってください、相談所利用してみてください、とい
う宣伝・アプローチについて、市町村においても広報誌やチラシ配架など各々の方法で取り組んでもらっ
ている。連携拠点としての事務局業務は県が担っているため、キャンペーンを企画したり、事業に関する
市町村の意見集約や検討を行ったりするのは県だが、広報は県と市町村が連携してともに担っている。市
町村相談所自体は利用料を徴収しない場合が多く、システム事業に係る利用者負担として、システムへの
登録料のみ徴収している。空白地域の市町村には、「結婚相談所を置いてみませんか？これだけの負担で
できますよ、すでに相談員さんがいるならPCだけでできますよ」などと働きかけを行っている。現行、
空白地域の未婚者からシステムに関する問い合わせがあれば、近隣市町村の結婚相談所で在住者以外も受
け入れ可能な場所を紹介するなどしている。 
 これまでの 10年間の取組でこうした県と市町村の役割分担が定まってきた。平成 29年までは一部、
県も結婚支援のイベントを開催していたが、現在は市町村が各自創意工夫してイベントを数多く実施して
いるため、県はポータルサイト「ハピネスナビ信州」で一元的に情報発信することで広報・参加者確保を
支援している。 
 ハピネスナビ信州は、長野県の結婚支援ポータルとして平成 25年度から継続運営してきており、月あ
たり延べ 16,000人ほどの訪問者があることからも、「ハピネスナビ信州をみれば近隣の婚活イベントが分
かる」という認識がある程度定着しているものと考えている。主な掲載内容はイベントだが、ほかに婚活
コラムや、マッチングシステム・公的結婚相談所の案内等もしている。イベントは自ら積極的に動かない
と難しい場合も多いので、一対一で相手とじっくり話したいという方にはマッチングシステムという選択
肢も伝える必要があり、定期的にキャンペーン等の広報をしている。 
 結婚支援事業の目標値は平成 29年度末に策定した県の５カ年計画の中で、県と市町村等の結婚支援事
業による婚姻件数を成果指標としている。なかなか当初の目標達成は難しい状況だが、令和元年度の婚姻
件数は 241組、前年度から 40組増えて推移している。ただ、この伸びはいわゆる「令和婚」の影響があ
ると考えられるため、長期的な観点で取り組んでいかないと実績を向上させるのは難しい。このほか、ハ
ピネスナビ信州の掲載イベント数やその参加者数、マッチングシステムの登録者数・成婚者数・お見合い
数などの実績値を取り、そういったところから県全体の取組の動向や年度内の進捗を見ながら事業を進め
ている。 
 また、市町村で結婚支援事業に携わっている人たちのスキルアップを支援するため、県でさまざまな研
修も行ってきた。市町村の結婚相談所の相談員のほか、一般のボランティアである婚活サポーター等を対
象に、結婚相談に訪れた独身の方々に話し方や立ち居振る舞いなどをどうやって教えればいいのかなど、
適切に支援できるような研修会を行っている。 
 この婚活サポーターは県の制度で、一部の市町村では独自にボランティアを活用している場合もある。
県制度は基本的に無償のボランティアであり、各自できる範囲で休日等を活動の時間に割いてもらってい
るような形なので、ノルマのようなものは設けていない。現時点では実施していないが、今後、県と市町
村がこうしたボランティアの活用で連携していくとすれば、それぞれのサポーターの意思と市町村の「こ
ういう人材がほしい」「こういうことで困っている」というニーズをしっかり聞いて進めなければならな
い。 
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 婚活支援センターが「自走」しているというのは、これらの業務に係る人件費には少子化交付金を使っ
ていないという意味で、長野県としては令和元年度、２年度も交付金を受給し、婚活支援センターの運営
費以外に活用している。 
 婚活支援センターが「自走」しているのは、自ら望んでそうしてわけではなく、いわゆる「３年ルー
ル」でやむを得ずに自走しているというのが正直なところ。県民会議のマッチング事業に関しても、登録
料収入で賄えているのは、事業費分だけで、事業運営に関わる人件費は実質、県が負担している。県の財
政も厳しく、財政課からは毎年厳しいことを言われている。婚活支援センターへの少子化交付金がなくな
ったことで、センターの職員数を４人から３人に削減しており、少ない人数で業務をやり繰りすることを
迫られている。にもかかわらず、財政上は交付金がなくなったので、職員を１人減らしても一般財源負担
は増えている。 
 県の政策の中で、結婚支援という分野への取組を始めてからの期間が短く、少子化対策における未婚・
晩婚化要因の大きさに対する認識は一定程度あるものの、子育て支援に比べ、結婚支援の施策は、庁内的
にも庁外的にも理解を得るためのハードルが高い。少子化交付金による財政的な基盤くらいはないと長期
的に取り組むのは難しい。 
 

総括と分析 

 長野県の結婚支援事業は、県と市町村が明確に役割を分担することで、効率化と事業効果の向上に成功
している。本調査事業の事例調査で、長野県と駒ヶ根市の両者を対象にしたため、県と市町村が車の両輪
として機能している状況を把握することができた。 
 マッチングシステムの稼働は平成 23年で、秋田県とほぼ同時期にスタートしている。10年の経験の中
で、長野県は県の役割を主に（１）マッチングシステムの運営（２）市町村などの公的な結婚支援事業に
対する中間支援（３）市町村の結婚支援事業に関する情報の集約と発信―の３点に絞る一方、市町村（市
町村から結婚支援事業を受託している団体を含む）は、県のマッチングシステムを結婚支援の基本的イン
フラとして活用しながら、結婚を希望する独身者へのサポートをする役割に特化してもらったことで、結
果として県と市町村の業務が重複しない形になっている。 
 長野県駒ヶ根市の事例調査で明らかになったように、県と市町村が適切な形で役割分担をすれば、市町
村は地域住民の結婚支援により踏み込んで関わることができるため、それぞれの地域の特性に合わせた結
婚支援サービスを展開することができる。マッチングシステムの構築には、かなりの投資が必要になるた
め、公的な財源を効率的に活用するという観点からも、こうした県と市町村の役割分担の考え方は、他の
地方自治体にとって参考にすべきものだと言える。 
 一方、今回の事例調査は、少子化交付金を使わずに事業を続ける「自走」という点に着目していたが、
「長野県婚活支援センター」は現時点で自走はしているものの、それは県が自ら望んだわけではなく、交
付金の支給ルールによって自走を余儀なくされていたにすぎないことが分かった。しかも、長野県婚活支
援センターの財政はマッチング事業とセンター事業に分けられており、マッチング事業の部分だけを取り
出せば自走しているように見えるものの、県費を投じて実施されているセンター事業の部分がなければ、
県の結婚支援事業は財政的に成り立たない仕組みになっている。結婚支援サービスの財源を利用者負担だ
けで賄うのが理想であっても、実際には公費を投入しなければ事業自体が成り立たないのが現実である。 
結婚支援サービスをビジネスとして展開している民間事業者もあるが、それは結婚支援とブライダルビ

ジネスを連結して高い収益を出すことが可能な都市部に限られ、サービスも高い料金を負担できる階層を
ターゲットにしている。公的なサービスは、民間事業者が参入してこない不採算分野を対象にしているこ
とを考えると、公費を投入しない「自走」は非現実的と言わざるを得ない。 
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 一方、「交付金」は事業の立ち上がり時期を支援するのが目的であり、事業が軌道に乗れば、地方自治
体の負担で事業を回していくべきだとの考え方もある。しかしながら、国、地方を通じて少子化対策の中
での結婚支援事業の政策的優先順位は低く、地方自治体が一般財源のみでそれを運営していくことは期待
できない。交付金という仕組みに限らないが、国が何らかの財政的なインセンティブを講じることは、公
的な結婚支援サービスを維持継続していくために必須と言える。 
 また、結婚支援事業の財源に民間企業の拠出を求める意見もあるが、本調査事業の事例調査の結果を見
る限り、少なくとも地方において民間企業に財源負担を期待するのは現時点では難しいといえるだろう。 
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5. 長野県駒ヶ根市 「結婚支援事業のオンライン展開」 
 
区分：新型コロナウイルス感染症対策 
担当する企画・分析委員：板本洋子委員 
調査テーマ：駒ヶ根市の結婚支援事業のオンライン展開 
ヒアリング対象者：駒ヶ根市総務部企画振興課少子化対策・交通政策係 伊藤徹治係長、駒ヶ根市結婚相
談所 平澤いづみ所長 
調査実施者：時事通信社 編集委員 武部隆 
 

基礎的情報 

A) 市における少子化対策の位置付け 
駒ヶ根市第 4次総合計画後期基本計画の「重点プロジェクト３：子育て支援と教育環境の充実プロジ

ェクト」においては、①若者の結婚機会（出会いの場）の創出 ②若者住宅取得補助の充実 ③企業誘致
による雇用の場の確保 ④働き方改革の促進（テレワーク事業の推進） ⑤子育て支援策の充実 ⑥復職
支援策の充実を掲げ、結婚支援とあわせ結婚から出産、子育てまで切れ目ない支援の充実を図る構成にな
っており、本事業は①に位置付けられる。 
「駒ヶ根市総合戦略」の「基本目標３：若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」では、(1)

結婚（出会い）支援(2)妊娠出産支援(3)子育て支援(4)就学支援(5)働き方支援(6)定住就労支援を掲げてお
り、本事業は(1)に位置付けられる。 
 

B) 少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標 

「駒ヶ根市総合戦略」（令和２年３月 31日改定）において掲げる目標とする。 
≪基本目標３≫ 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
〔数値目標〕 
合計特殊出生率： 1.7（現状値）→2.1（目標値） 
出生数：252人（現状値）→260人（目標値） 
婚姻数：153件（現状値）→190件（目標値） 

 
〔重要業績評価指標（KPI）〕 
婚姻数（婚姻届出数）：153 件（現状値）→190 件（目標値） 
出会い支援事業（市・民間合計）：３事業（現状値）→８事業（目標値） 

 
C) 参考指標 

〔令和元年度〕 
婚姻数：115組 
婚姻率：3.57（令和元年 10月 1日現在駒ヶ根市人口 32,197人） 
出生数：234人 
合計特殊出生率：1.65 
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D) 地域少子化対策重点推進事業実績 
〔平成 30年度〕えがお出会いサポート事業 2,309千円 
〔令和元年度〕えがお出会いサポート事業 590千円 
 

地域の実情と課題 

婚姻数は平成７年の 221件から平成 30年は 128件と減少し、婚姻率も平成 7年の 6.6から平成 30年
は 3.9に減少しており、早急に対策を講じる必要がある。 
市で実施している結婚支援事業の効果については「成婚数は比較的高い件数で推移しており婚姻数の減

少に歯止めをかける効果がみられる」と評価。婚姻数は、令和元年度は下がったものの、その前３年間は
横ばい状態にあり、人口が減少する中で横ばいであったことは、結婚支援事業に一定の効果があったもの
と考えている。 
ただし、駒ヶ根市で実施したアンケート（平成 26年 12月４日～平成 27年１月 13日の間で実施した

「少子化に関する市民意識調査」）から、「結婚したいが良き相手に巡り合わない」「出会うチャンスがな
い」「異性とうまく接することができない」という悩みを抱えている独身者が多いことが分かる。 
これまでの取組を検証すると、女性が安心して参加できるイベントや参加者の年代を設定したイベント

のカップリング率が高い状況である。また、イベントでカップリングしても成婚に至るかは、その後のフ
ォローアップが重要になっている。参加者に対する結婚相談所への登録の促進が成婚に繋がると考えられ
る。併せて、各種セミナーにより参加者の結婚への意識の醸成に繋がっている事例があり、未婚の子を持
つ親も含め、各種セミナーの開催が必要である。 
 

事業の内容 （令和２年度実施内容） 

A) 出会い支援イベント・スキルアップセミナーの開催 
女性や若者が参加しやすい体験型イベントや大人向けのイベントなど年代別の趣向に合わせたイベント

を実施。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、１回当たりの参加人数を縮小、回数を増やす形で計画を
変更（当初 8回→変更後 11回 参加予定人数延べ当初 160人→変更後 172人）。 
イベントの運営には、結婚を希望する者が自ら参画し、当該対象者の育成と自主的で積極的に婚活に向

かう意識の醸成を図る。 
出会い支援イベントに合わせ、ワークショップやコミュニケーションを取り入れた体験型のスキルアッ

プセミナー。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、１回当たりの参加人数を縮小、回数を増やす形で計
画を変更（当初７回→変更後９回、参加予定人数延べ当初 140人→変更後 152人）を開催する。 
イベント参加者には、駒ヶ根市結婚相談所に登録することや、「ながの結婚マッチングシステム」への

登録を促進し、出会い支援ボランティア等によるフォローアップを行う。 
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により他人と話す機会が減っている状況で、WEB会議

システムを利用して顔を見ながら会話ができるイベントを開催することで出会いの機会を創出するととも
に参加者の外出自粛によるストレスの軽減にも寄与する。併せて、元々外出が苦手な人が参加しやすい
WEB上でのイベントを開催することで登録者の掘り起こしを図る。 
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（実施回数） 
 ⅰ.婚活イベント 
   実会場開催 当初８回→変更後７回（各回 20人）＋オンライン開催４回（６人×２回＋９人×１
回＋12人×１回） 
 ⅱ.スキルアップセミナー 
  実会場開催 ７回（各回 20人）＋オンライン開催２回（６人×２回） 
   ※WEB会議システム利用料  ＠４千円×６回＝24千円 
 

B) 女性が参加しやすく地域サポーターの育成を図るイベント 
今までのイベント等に協力いただき相談所の活動に関心を寄せてくれている個人や団体等のスキルを一

堂に会したマルシェ的なイベントを開催することで、女性が参加しやすいイベントとするとともに、相談
所の活動に関心を寄せている方々と相談所との連携を強めるとともに出会い支援ボランティアになってい
ただけるよう意識の醸成を図る（１回 参加予定人数 100人）。 
 

C) 親向けセミナー 
「未婚の子を持つ親向けセミナー」（１回 参加予定人数 20人）を実施する。令和元年度はセミナー

が中心であったが、セミナーに加えて親同士の交流を行い、実際の親子関係や悩みを互いに例にし合って
相互的なケーススタディの機会を作ることができるセミナーとする。 
 

ヒアリング結果 

 駒ヶ根市は、総人口自体の減少率は少ないが、若い世代の減少は大きい。婚姻数は平成 7年の 221件
から平成 30年は 128件と減少し、婚姻率も平成 7年の 6.6から平成 30年は 3.9に減少。市が平成 26年
度に実施したアンケートから、「結婚したいが良き相手に巡り合わない」「出会うチャンスがない」「異性
とうまく接することができない」という悩みを抱えている独身者が多いことを把握した。 
 市の結婚相談所は 27年度まで市社会福祉協議会（社協）に委託していたが、28年度から市の直営とし
た。従来の取組を検証したところ、女性が安心して参加できるイベントや参加者の年代を設定したイベン
トのカップリング率が高い状況ではあったが、特に規模の大きなイベントは、その場でカップリングがで
きても、事後のフォローが十分にできず、成婚がイベントの成果なのかを評価できていない状況にあっ
た。また、相談業務等を通じ、結婚への意欲はあっても、コミュニケーション能力が十分でなく、交際や
結婚に至らない人が多いことも分かった。そのため、近年はイベントの規模（参加人数）を減らして参加
者への事後フォローを丁寧にするよう心掛けるとともに、イベントとコミュニケーションスキルの向上に
つながるセミナーとを組み合わせることで、「出会い」を「交際」に発展させ、それを成婚に結び付ける
取組を進めていた。令和２年春から新型コロナウイルスの感染が広がり、緊急事態宣言の発令とともに対
面型のリアルイベントが難しくなったことから、６月から「出会い」イベントのオンライン版を始めた。
結婚相談所として初めての試みで、参加者がいるのかどうかも分からなかったため「恐る恐る」始めた。
30代を対象にした「オンラインで本の紹介」、38～48歳対象の「オンラインでお茶会～お気に入りスイ
ーツシェア会～」、27～35歳対象の「オンラインで飲み会＆シェア会」、27～35歳（第１部）、36～43歳
（第２部）を対象にした「オンラインで縁結ぶ」を、それぞれ男女 3人ずつを定員に募集し、男女同数
は「オンラインでお茶会」だけだったものの、それぞれ男女の参加申し込みがあってイベントとしては成
立した。 
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 オンラインイベントの参加条件は、ＰＣもしくはスマホにZoomのアプリを入れてもらった上で、参加
すること。自宅にＷｉ－Ｆｉ環境がない場合は、結婚相談所に来所し、相談所のＷｉ－Ｆｉを利用しても
らった。Zoomを使い慣れている人は多くないので、参加申込者は個別に平澤所長とリハーサルをして、
本番に機器の使い方で戸惑わないように配慮した。各イベントには、ファシリテーターとして平澤所長の
ほか、協力員も参加した（協力員は１回のみ）。 
 ファシリテーターとしての役割は、リアルのお見合いイベントと変わらないので、イベントを「回す」
ことに関しては特に障害はなかった。ただ、平澤所長も Zoomの使用には慣れていなかったため、特に
ブレイクアウトルームの仕組み等を理解し、その操作方法を入念に練習する必要があった。 
 一方、コミュニケーションスキルの向上に関してはオンライン化が難しい部分もあると考え、参加人数
を絞り、感染症対策を講じた上、リアルで実施している。令和元年度は、飲茶づくり、アイシングクッキ
ー、ポーセラーツなどをテーマにしたイベントを実施し、それぞれ共通の課題に取り組みながら、コミュ
ニケーションを促している。このうち陶芸体験は連続イベントで、同一の参加者で４回行う。やはり、コ
ミュニケーション能力向上を目的としたイベントは、オンラインではなくリアルで実施したい。 
 また、令和元年度から始めた親世代、子世代が結婚について語り合うイベントは、結婚の当事者の「出
会い」が生じるものではないが、結婚支援事業としては一定の効果があると考えている。 
 このイベントは、相談事業を実施する中で、「結婚の当事者だけでなく、親へのアプローチも必要」と
いう見方が生まれ、令和元年 11月に初めて実施した。 
 親が未婚の子どものことをとても心配していて相談に来る。子どもの側は、親の顔を見ながら相手を選
ばざるを得ない。自分（子ども）は気に入ったが、この人を親には紹介できないという葛藤が両者にあ
る。親も子どもも、お互いが幸福になってほしいと思いながら、逆にそれが結婚の足かせになっている状
況がある。 
 セミナーの参加者は 20代から 60代までいて（親世代と子世代の両方が参加できる仕組みにしてあっ
た）、夫婦で参加された方もいた。そうした方から「夫婦ってこんなもんだ」というお話をしてもらっ
た。そこに、若い世代で交際相手を親に紹介できない状況にあった女性が参加していたが、セミナーの講
義を聞き、合わせてその話を知ったことで気持ちがほぐれ、その後、親に紹介できて、20年春に入籍す
ることができた。このセミナーが結婚に踏み切るきっかけになったと本人が話していた。 
 また、協力員がこのセミナーに参加していたが、その人は結婚相談所の活動に熱心にかかわってくれて
いたが、自分の気持ちばかりが先走って、会員の勧誘につながらないという悩みを持っていたが、このセ
ミナーをきっかけに考え方が変わり、その後、３人を結婚相談所の会員に登録させることができた。 
 そのほか、セミナーに２人で参加していた交際中のカップルが、その後、互いの親への紹介がスムーズ
にできて、今年６月に入籍した。当初は親向けセミナーとして企画していたが、「親世代と子世代の両方
が参加して交流することで、それぞれ得るものがあるのではないか」との意見があって、両世代の参加を
可能にした。やはり、親世代の気持ちをほぐさないと結婚できないという人たちも結構いるので、そうい
う人たちにとっては大きな意味がある。 
 しかし、親世代と子世代が交流するような催しはオンラインでの開催は難しい。また、当事者同士のイ
ベントもオンラインだけではなく、出会いから交際に発展させる上では、実際に会うことがどうしても必
要になる。また、リアルのイベントでは、気の合った同士が他の参加者には知られないような形で連絡先
を交換することもできるが、オンラインではそうしたことができない。通信環境が整っていないと参加で
きない、また Zoomのシステムだと声が聴きづらいことがあるなど、ハードウエア上の問題もある。 
 もちろん、オンラインには大きなメリットもあって、家にいながら、仕事帰りに車の中からイベントに
参加できるといった手軽さは重要。当事者同士のイベントだけでなく、結婚相談所の相談業務もオンライ
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ンにすることで時間のロスがなくなる。リアルとオンラインを上手に使い分けることで、効率的な結婚支
援事業が実現できると考えている。 
結婚支援事業のイベントはすべて交付金を使っている。ただ、新型コロナの感染拡大に合わせ、交付対

象を柔軟にしてほしい。今年度から、茅野市の試み「結日記（ゆいにっき）」を参考にした「ぶんつうｄ
ｅ恋結び」という企画を行っている。これも、交付金を充てられるような形にしてほしい。 
 

総括と分析 

 駒ヶ根市は、令和２（2020）年の総人口が 31,827人で、平成 12（2000年）の 34,317人からの減少率
は 7.2％と、長野県全体の人口減少率（8.2％）よりも抑えられている。同市は、昭和 50年に中央自動車
道が延伸されたことで企業立地が増加、人口の集積も進んだ。出生数は昭和 50年をピークに減少を続け
たものの、社会増があったため、平成の後半になっても人口は緩やかに増加していた。 
 総人口は平成 20年の 34,662人をピークに減少へ転換、その後の減少は緩やかであるものの、市は早
い段階から危機感を持っていた。平成 27年に策定した「駒ヶ根市人口ビジョン」では、2060年の総人
口の目標を約 27,000人に設定し、その目標達成のため、「子育て環境を更に充実するなど少子化対策を進
め、だれもが希望する数の子どもを持つことができるなど、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかな
えることで、減少に歯止めをかけ」ることを打ち出した。それまで社会福祉協議会に委託していた結婚相
談所を平成 28年度から市の直営に切り替えたのも、「若い世代の結婚の希望をかなえる」という政策目
的によるものだった。 
 今回の事例調査で駒ヶ根市を対象にしたのは、新型コロナウイルスの感染拡大による結婚支援事業への
影響を探ることが目的だったが、同市は上記のような背景で、従来から結婚支援事業へ積極的に取り組ん
でおり、新型コロナ対策以外でも他団体の参考になる事例を聴取することができた。 
 まず、駒ヶ根市からのヒアリングから導き出せる「結婚支援事業における新型コロナウイルス対策」の
ポイントは以下の通りとなる。 
（１）対面での接触を避けるため、お見合いイベント等をスマートフォン、タブレット、パソコン等の機
器を介して参加できるオンライン型に移行し、出会いの機会を確保することは必要。 
（２）オンライン型イベントを実施するために、結婚相談所は対応機器の整備を求められるが、既存の業
務用パソコンとネットワークを利用することなどで、あまり経費を掛けない形でのミニマムスタートが可
能。ただし、職員が Zoom等のソフトウエアを使ったイベント運営のノウハウを得る必要がある。 
（３）オンライン型イベントは、どこからでも参加できるため、利用者にとってのハードルがリアルのイ
ベントよりも低くなる。オンラインイベントでの経験がない参加者に対しては、事前にリハーサルをして
おくことが望ましい。 
（４）オンラインイベントでの出会いを成婚にまでつなげるためには、リアルでの交際に移行させるため
の段取りを仕組むことも必要になる。 
（５）オンラインでは「出会い」の機会は得られても、コミュニケーションスキルの向上は難しい。効果
的な結婚支援にはオンラインとリアルのイベントを組み合わせることが必要。 
 
 駒ヶ根市結婚相談所の平澤所長は、「オンラインもリアルも、イベントを盛り上げるファシリテーター
の役割は同じで、特別なスキルは必要ない」としている。ただし、Zoom等のソフトウエアを使って「場
を盛り上げる」にはある程度の経験も求められるため、公的な結婚相談施設が新たにオンラインイベント
を展開する場合、当初は民間事業者等の指導を受けることも必要と思われる。 
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 駒ヶ根市の結婚支援活動の特徴は、出会いの場を提供する一方、出会ったカップルが関係を交際、結婚
へと発展させていく上で、当事者の個別の事情にも配慮する姿勢があることだ。特に、結婚は本人同士だ
けでなく、それぞれの家族に受け入れられる必要がある点を重視している。 
 ヒアリング結果にも記載したように、同市は親世代、子世代が結婚について語り合うイベント「『子ど
もの婚活を考える親と自分の婚活を考える独身男女のための知っておくこと』『今の自分にできること』」
を令和元年 11月に開催した。同市は、交際中のカップルが「結婚に踏み切れない」理由に、「（自分が選
んだ相手を）親が認めてくれる自信がない」というネガティブな考えがあると分析、両世代間の本音を探
ることが目的だった。 
 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、令和２年度は同種のイベントを開催できていないが、同市
は「親と子が、結婚について固定的な考え方を持っていることも多く、それぞれの気持ちをほぐす効果が
ある」と、両世代が相互の本音を知ることの意義を評価している。結婚を家族の問題と捉えて支援すると
いう事業展開は、他団体においても参考になる事例と思われる。 
 
  


