
県民文化部　次世代サポート課

番号 質　問 回　答

1 ・本格的に取り組んでから３年というこ

とだが、所管課の評価はいかがか。

・結婚支援でお見合いパーティーをやった場

合、カップル成立数はその場ですぐ分かるが、

最終的な成婚率や出産率に成果があがるのは数

年後。成果が測りづらい、目に見えてこないと

いう認識はある。

2 ・事業費が莫大。予算をかけて婚活支援

をやっているという情報発信を意識して

行わないと、県民の理解が得られないと

思う。（個人的な意見としては、）でき

るだけ予算を縮小して、NPO等に任せるべ

きと思うが、いかがか。

・情報発信の点についてはご指摘のとおり。

・予算については、半分は市町村への補助金な

ので、県で実施しているのは約6,000万円。

・県事業とすべきかというご意見についてはい

ろいろと考えがあると思うが、広域で実施でき

ること、民間会社は登録費用等経費が高額、そ

ういった違いはある。

3 ・ながの結婚マッチングシステムの管

理・運用者は誰か。データーベース（個

人情報）の管理は。

・運用は県と長野商工会議所が共同で事務局を

持っている。チラシの２枚目の裏に参加してい

る相談所（33団体）が載っている。公的な結婚

相談所が加入しており、ネットワークでつない

でいる。希望者は相談所に登録すると、参加団

体の情報を閲覧することが可能。

・システムには個人情報は載せない。氏名や住

所等は入力しない。データベースの保守は民間

会社。保守料は登録料（5,000円）で賄ってお

り、県費は入っていない。

4 ・H28の事業は、３事業（結婚サポート、

少子化対策、子育て支援）となってい

る。H28からH29への予算の伸び率を見る

と、子育て支援事業が一番増加している

ように見える。子育ての事業にシフトし

ていく重要性、展開の根拠を補足いただ

けるとよい。

・H29は子育て支援が予算ベースでみると伸び

ているが、調査事業（２つ）を実施予定のため

であり、過去同規模とお考えいただいてよい。

・新計画を策定するための基礎調査として、ア

ンケートを実施しているため、事業費が伸びて

いる。

5 ・若者が県外に流出する傾向が強い。大

学や就職先で子どもたちが戻ってこられ

るような、希望が叶えられる施策がある

とよい。

・東京で就職説明会をやるなど県内企業との

マッチングをやっているほか、郷土教育「信州

学」を高校１年生時にしている。

・以前は学生の9割が戻ってきていたのが、現

在は7割まで落ちている。その落ちた分析が

しっかりできておらず、仮定は立てられるが、

実態までたどり着けていない。

6 ・H28の委託事業の具体的内容をお示しい

ただきたい。

・追加資料１のとおり。

7 ・成婚者の年齢構成を教えて欲しい。

　若い世代が対象ですが、晩婚対策に

なっているのか不明です。

【婚活サポーター事業】成婚：52組（104名）

　（内訳）

　20代：　12名　　　30代：　50名

　40代：　30名　　　50代：　 2名

　60代：　 1名　　　不明：　 9名

【マッチングシステム】成婚：36組（72名）

　（内訳）

　30代：　29名　　　40代：　19名

　不明：　24名

8 ・委託事業者の事業詳細の情報公開をお

願いします。

・追加資料１のとおり。

【Ｂ-３】ながの結婚・子育て応援事業



9 ・成果が評価できないとあるが、現時点

での担当部の思う成果と方向性を２～３

年後を含めてお聞かせください。

【現時点での成果】

・施策による成婚数

　婚活サポーター：109件（H28までの累計）

　ながの結婚マッチングシステム：

　　　　　　　　　 97件（H28までの累計）

・H28に実施した婚活イベントによる成果

　①企業・異業種間交流

　　イベントで異性と連絡先交換をした数

　　　男性：401人、女性：400人

　　交流会満足度：平均88.0%

　②信州Ｉ（愛）ターン事業

　　「長野に移住してみたい」回答した割合：

　　　　　　　　　　　　　　　    58.8%

　

【今後の方向性】

　センターを拠点に、様々な主体と連携して支

援を行っているところだが、今後は企業との連

携をさらに強化したいと考えている。

　具体的には、企業が自主的に実施するイベン

ト等の取組を推進し、長野県全体で結婚を応援

する環境を整えたい。

10 ・将来的には、民間主導でできるよう

に、行政はそれをバックアップできるよ

うなシステムに変えるのが本筋だと思い

ます。そのためのスケジュールを明記す

べきと思います。

・民間企業が行う婚活には、【①登録料や成婚

料といった報酬が高額】【②成果を上げるた

め、結婚しやすい方を選定して登録するなど、

結婚を希望するすべての方への支援とならない

可能性がある】といった問題点がある。

・将来的に民間主導とすることも含めて慎重に

検討する必要があると考えており、民間主導へ

移行するスケジュールも未定となっている。



１１１１    結婚・子育て応援事業費の決算額・予算額結婚・子育て応援事業費の決算額・予算額結婚・子育て応援事業費の決算額・予算額結婚・子育て応援事業費の決算額・予算額    

① 平成 28年度決算額                          （単位：千円） 

区分 事業名 
決算額 

（うち国費） 
内  訳 

直接 

実施 

ながの出会い応援

プロジェクト事業 

21,746 

(21,746) 

〇センター設置・運営費            8,233 千円 

〇婚活サポーター事業            3,283 千円 

〇委託事業費（裏面(1)～(3)の合計）    10,230 千円 

子ども・子育て応

援事業 

3,791 

( 0 ) 

〇補助金（子ども・子育て応援県民会議） 3,175 千円 

 （内訳） 

   子ども・子育て応援県民会議運営費 425 

   事業費（意識調査事業）2,750 

〇知事同盟負担金               616 千円 

小  計 
25,537 

（21,746） 
－ 

間接

実施 

地域少子化対策重

点推進補助事業等 

52,693 

(52,693) 

〇市町村の結婚支援事業等への補助     52,693 千円 

※すべて国の交付金が財源、延べ 19 市町村へ補助 

合  計 
78,230 

（74,439） 
（参考）委託料等合計：10,230 千円 

 

② 平成 29年度当初予算額                        （単位：千円） 

    

区分 事業名 
予算額 

（うち国費） 
内  訳 

直接 

実施 

ながの出会い応援

プロジェクト事業 

24,706 

( 19,054 ) 

〇センター運営費             11,948 千円 

〇婚活サポーター事業            1,512 千円 

〇委託等事業費（裏面(4)～(7)の合計）    11,246 千円 

子ども・子育て応

援事業 

33,391 

( 27,614 ) 
 

 

うち例年実施

分 

 

 

5,821 

（4,196） 

〇補助金（子ども・子育て応援県民会議）  5,194 千円 

 （内訳） 

子ども・子育て応援県民会議運営費 582 

   事業費（意識調査事業等）4,612 

〇直営（地域振興局への嘱託員配置）      627 千円 

うち新計画策

定に係る費用 

（H29 のみ） 

27,570 

（23,418） 

〇補助金（子ども・子育て応援県民会議） 11,216 千円 

 （内訳） 

   政策効果分析事業 10,930 

   計画策定関係費用   286 

〇計画策定関係費用（直営）       2,383 千円 

〇委託料（子どもと子育て家庭の生活実態調査） 

（裏面(8)）             13,971 千円  

 小  計 
58,097 

（46,668） 
 

間接 

実施 

地域少子化対策重

点推進補助事業等 

65,845 

( 65,845 ) 

〇市町村の結婚支援事業等への補助   65,845 千円 

※すべて国の交付金が財源 延べ 25 市町村へ補助 

合  計 
123,942 

（112,513） 
（参考）委託料等合計：25,217 千円 

追加資料１ 



２２２２    結婚・子育て応援事業結婚・子育て応援事業結婚・子育て応援事業結婚・子育て応援事業    委託委託委託委託等等等等事業の詳細事業の詳細事業の詳細事業の詳細    

① 平成 28 年度事業 

 
事業名 委託先 概  要 ページ 

(1) 

結婚支援体制強化

事業 

[2,542 千円] 

（株）ＩＢＪ 

婚活支援センターに勤務する職員を対象とした

研修の実施。（全８回） 

公的相談所の相談員や市町村の結婚支援担当者

等を対象に、結婚相談の対応方法やイベントの企

画・運営等を学ぶ研修を開催。（全 4 回） 

P11～12 

(2) 

企業・異業種間交

流事業 

[3,670 千円] 

（株）アサヒ

エージェン

シー 

県内で働く未婚者同士の交流促進のため、グルー

プワークを中心とした社会人セミナー＋交流会

を開催。（全９回） 

うち１回は、県庁を開放し、大規模の交流会を実

施。（県庁 101com） 

P12 

(3) 

信州Ｉ（愛）ターン

事業 

[4,018 千円] 

（株）リクル

ートホール

ディングス 

大都市圏に住む女性を対象に、信州の魅力をアピ

ールするセミナーを開催。銀座 NAGANO と連携

した地元食材の提供も。 

野沢温泉村と連携し、大都市圏の女性と県内の男

性で信州の体験ツアーを開催。 

P12～13 

 

② 平成 29 年度事業（実施中） 

 

 
事業名 委託(補助)先 概  要 

【ながの出会い応援プロジェクト事業】 

(4) 

お見合い支援等レ

ベルアップ研修 

[1,170 千円] 

（株）パート

ナーエージ

ェント 

公的相談所の相談員や市町村の結婚支援担当者等に加え、

「しあわせ信州婚活サポーター」を対象とし、結婚支援のノ

ウハウを学ぶ研修を開催。（全 4 回） 

(5) 

企業・異業種間交

流事業 

[3,453 千円] 

長野商工会

議所 

県内で働く未婚者同士の交流促進のため、グループワークを

中心とした社会人セミナー＋交流会を開催。 

※ H29 は長野商工会議所へ補助金を交付して実施 

(6) 

企業の結婚促進事

業【新規事業】 

[2,799 千円] 

（株）イーキ

ュア 

結婚・ライフプラン支援員を 1 名配置。企業訪問や出前講座

等を通じて企業に働きかけを行い、企業における結婚支援の

取組の促進を図る。 

(7) 

信州ライフ体験・

交流ツアー 

[3,824 千円] 

－ 
※国の交付金が不採択のため、実施不可。 

 昨年度の信州Ｉ（愛）ターン事業と同趣旨の事業 

【子ども・子育て応援事業】 

(8) 

子どもと子育て家

庭の生活実態調査

【新規事業】 

[13,971 千円] 

（株）ぎょう

せい 

平成 30 年度を初年度とする子ども・若者支援のための総合

的な計画の基礎資料とするため、子どもと子育て家庭の生活

実態を定量的に把握する調査を実施。 


