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所 要 見 込 額 千円 補助率： 2/3 （交付金所要額：　　　　　 千円）

　本市では，あさひかわ縁結びネットワーク（※１）（以下「縁結びネットワーク」という。）や縁結び
ワーキンググループ（※２）（以下「ＷＧ」という。）を設立し，ネットワーク支援員を配置して事務局を
担うことで，結婚支援の情報共有及び連携を推進（平成28年度補正，地域少子化対策重点推進交付金で実
施）してきたところである。
　平成29年度に本市が実施した，婚活支援に向けた結婚意識に関するアンケート調査（回答者：20歳～70歳
の男女265人）の結果，「独身の異性との出会いの機会が少ないと感じる」と回答した割合が高い傾向に
あった。この結果から，本市では出会いの場の創出やホームページ等を活用した結婚支援情報の充実などを
進める必要があるとの判断にいたった。
　そこで，平成30年度はＷＧが提案する若者の出会いの場の創出等の取組を多くの企業等と連携して進める
とともに，縁結びネットワークのホームページを活用して，より充実した結婚支援情報を婚活を行っている
市民に提供するとともに，企業等にも本市の結婚支援情報や取組をアピールすることで，市全体として結婚
支援への機運を高めていく。
　そのために，ネットワーク支援員に結婚支援の体制作りの働き掛けを企業等に行うプロモーター業務の一
部も新たに担わせることで人材育成をしつつ，縁結びネットワークに結婚支援の体制作りについてのノウハ
ウの蓄積を図り，若者の結婚の希望をかなえられる環境の整備を進めるとともに，その後の結婚・妊娠・出
産・育児へと切れ目のない支援を図っていく。

（※１）あさひかわ縁結びネットワークは，本市が営利目的を除く結婚支援活動をしている市内の企業等に
参加を呼び掛け，平成28年9月に設立。構成団体は旭川ケーブルテレビ（株），旭川信用金庫，旭川市結婚
相談所，ＮＰＯ法人旭川ＮＰＯサポートセンター，旭川市農業委員会事務局，旭川市子育て支援課，旭川市
市民生活課の7団体となっている。
（※２）縁結びワーキンググループは，結婚支援に係るアクションプラン（事業計画）の策定及び本市にふ
さわしい新たな婚活イベントのスタイルを提案してもらうため，平成29年7月に設立。縁結びネットワーク
構成団体からの推薦7名，賛同する企業等からの推薦3名，地域住民からの公募3名の13名で構成。平成30年
度は新たに賛同する企業等からの推薦で2名増やして15名とし，10回程度開催する予定。

１．総合的な結婚支援の実施計画の策定 （事業メニュー２．（１））
　旭川市結婚支援アクションプラン（事業計画）を平成30年3月に策定。

２．結婚に係る意識調査及び企業等の取組の現状調査及び分析（事業メニュー２．（２））
　平成29年度に本市が実施した，婚活支援に向けた結婚意識に関するアンケート調査（回答者：20歳～70歳
の男女265人）や企業等の実態調査（ヒアリング）について分析し，旭川市結婚支援アクションプランに反
映。

３．都道府県と市町村との連携確保等（事業メニュー２．（３））
　北海道（上川総合振興局）や本市及びその近隣町を含む上川管内の市町村，関係団体等で構成する上川管
内結婚支援ネットワーク協議会（※３）の会議（年2回程度開催）に参加し，情報交換及び実践事例の報告
会等により結婚支援情報を共有するとともに，北海道からは縁結びネットワーク会議のオブザーバーとし
て，本事業の取組のサポートを受けることで，広域的な視点での取組の実行性を高めていく。

（※３）上川管内結婚支援ネットワーク協議会は，北海道上川総合振興局保健環境部社会福祉課が事務局を
担い，上川管内の市町村，関係団体等から選出された委員が一同に会する会議等を開催し，地域の結婚支援
に関する情報収集及び課題把握，地域特性を活かした結婚支援の在り方や連携方策及び関係者との連絡調
整，結婚支援事業の企画及び推進並びに効果検証等に関することを所掌している。

４．地方自治体，企業，NPO等の情報共有・連携の場の設定・運営及びプロモーターの人材育成（事業メ
ニュー２．（４）及び２．（５））　（小計2,138千円）
　若者の結婚の希望をかなえられる環境を整備していくため，ネットワーク支援員に新たに企業等に対して
縁結びネットワーク及びＷＧへの加入促進，結婚支援の体制作りの働き掛けを行うプロモーター業務の一部
を担わせることで人材育成をしつつ，縁結びネットワークに結婚支援の体制作りについてのノウハウの蓄積
を図っていく。
　本市，企業，ＮＰＯ等で構成される縁結びネットワークの事務局をネットワーク支援員が引き続き運営
し，結婚支援情報の共有のため，縁結びネットワーク会議を開催するとともに，これらで得た情報を一元的
に管理し，縁結びネットワークのホームページ（以下「ＨＰ」という。）で結婚支援情報を効果的に発信し
ていく。なお，利用者やＷＧからＨＰがわかりにくいとの意見があり，必要な情報を得やすく，わかりやす
いＨＰにするため，サブメニューを新設する等の改修を行い，企業の経営者や人事担当者等に向けて本市の
結婚支援情報や取組をアピールしていく。
　また，ＷＧも引き続き設置し，結婚支援の取組（若者の出会いの場の創出等）を提案してもらうととも
に，企業等にＷＧのメンバーを新たに募ることで，結婚支援の新たな視点や広がりを図り，市全体として結
婚支援への機運を高めていく。

※プロモーターの役割として，企業等に縁結びネットワークやＷＧへの加入促進，結婚支援の体制作り（人
事・労務担当者が従業員に対して行う結婚支援情報やカップルへの割引サービスに関する情報提供等）の働
き掛けを行うことを想定。

＜経費内訳＞
　人件費　1,330千円
　　プロモーター（ネットワーク支援員）報償費　＠5,540円×120日×2人＝1,329,600円（単価は本市の臨
時職員の賃金及び交通費相当分に基づく）
　　※年間の業務を2人で分担することとし，6か月の勤務日数相当分として120日を算出。
　報償費　300千円
　　ワーキンググループ謝礼　＠2,000円×15人×10回＝300,000円（単価は本市の懇談会等の委員謝礼の平
均に基づく）
消耗品費　114千円
　　プリンターインク　24,654円
　　コピー用紙　6,426円
　　封筒　2,246円
　　USBメモリー　37,908円
　　チューブファイル　11,016円
　　名刺ホルダー　8,208円
　　プリンタ用紙　7,560円
　　その他事務用品　15,000円
　委託料　187千円
　　ホームページ改修　＠172,800円×1.08＝186,624円
　使用料　207千円
　　現コピー機（本体）　4,471円×2か月＝8,942円
　　現コピー機（使用料）　1.1772円×1,200枚×2か月＝2,826円
　　新コピー機（本体）　16,632円×10か月＝166,320円
　　新コピー機（使用料）　2.4084円×1,200枚×10か月＝28,901円
　　※現在使用しているコピー機の契約期間が平成30年5月までであり，平成30年6月から新たに契約するた
め単価が異なる。

【次年度以降の方向性】
　引き続き縁結びネットワーク団体との連携及び情報発信に努めるとともに，ネットワーク支援員だけでは
なく，縁結びワーキンググループのメンバーをプロモーターとして育成することで，企業等への結婚支援の
体制作りの働き掛けが広がり，市全体で結婚支援の機運の高まりが期待できる。また，自治体・企業・団
体・学校等の間でのネットワークづくりに必要なシステム構築の仕組みづくりについても取り組んでいきた
い。

【事業実施に当たっての留意点】
　本事業の実施に当たっては，実施要領記載の留意事項を踏まえて実施することとする。
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　本事業は，結婚支援活動において高い実績を有する旭川市結婚相談所をはじめ，旭川ケーブ
ルテレビ（株），旭川信用金庫，ＮＰＯ法人旭川ＮＰＯサポートセンターと本市とで，あさひかわ縁
結びネットワークを設立したことにより，縁結びネットワーク会議等を通して，結婚支援の取組情
報やノウハウ，課題等を共有することができ，市単独で行うよりも内容の充実を図ることができ
る。
　また，広く企業等に対し，事業の趣旨を周知し，あさひかわ縁結びネットワーク及び縁結びワー
キンググループのメンバーを新たに募ることで，結婚支援の新たな視点や広がりを図り，市全体
として結婚支援への機運を高めていく。

　本市では，あさひかわ縁結びネットワーク（※１）（以下「縁結びネットワーク」という。）や縁結び
ワーキンググループ（※２）（以下「ＷＧ」という。）を設立し，ネットワーク支援員を配置して事務局を
担うことで，結婚支援の情報共有及び連携を推進（平成28年度補正，地域少子化対策重点推進交付金で実
施）してきたところである。
　平成29年度に本市が実施した，婚活支援に向けた結婚意識に関するアンケート調査（回答者：20歳～70歳
の男女265人）の結果，「独身の異性との出会いの機会が少ないと感じる」と回答した割合が高い傾向に
あった。この結果から，本市では出会いの場の創出やホームページ等を活用した結婚支援情報の充実などを
進める必要があるとの判断にいたった。
　そこで，平成30年度はＷＧが提案する若者の出会いの場の創出等の取組を多くの企業等と連携して進める
とともに，縁結びネットワークのホームページを活用して，より充実した結婚支援情報を婚活を行っている
市民に提供するとともに，企業等にも本市の結婚支援情報や取組をアピールすることで，市全体として結婚
支援への機運を高めていく。
　そのために，ネットワーク支援員に結婚支援の体制作りの働き掛けを企業等に行うプロモーター業務の一
部も新たに担わせることで人材育成をしつつ，縁結びネットワークに結婚支援の体制作りについてのノウハ
ウの蓄積を図り，若者の結婚の希望をかなえられる環境の整備を進めるとともに，その後の結婚・妊娠・出
産・育児へと切れ目のない支援を図っていく。

（※１）あさひかわ縁結びネットワークは，本市が営利目的を除く結婚支援活動をしている市内の企業等に
参加を呼び掛け，平成28年9月に設立。構成団体は旭川ケーブルテレビ（株），旭川信用金庫，旭川市結婚
相談所，ＮＰＯ法人旭川ＮＰＯサポートセンター，旭川市農業委員会事務局，旭川市子育て支援課，旭川市
市民生活課の7団体となっている。
（※２）縁結びワーキンググループは，結婚支援に係るアクションプラン（事業計画）の策定及び本市にふ
さわしい新たな婚活イベントのスタイルを提案してもらうため，平成29年7月に設立。縁結びネットワーク
構成団体からの推薦7名，賛同する企業等からの推薦3名，地域住民からの公募3名の13名で構成。平成30年
度は新たに賛同する企業等からの推薦で2名増やして15名とし，10回程度開催する予定。

１．総合的な結婚支援の実施計画の策定 （事業メニュー２．（１））
　旭川市結婚支援アクションプラン（事業計画）を平成30年3月に策定。

２．結婚に係る意識調査及び企業等の取組の現状調査及び分析（事業メニュー２．（２））
　平成29年度に本市が実施した，婚活支援に向けた結婚意識に関するアンケート調査（回答者：20歳～70歳
の男女265人）や企業等の実態調査（ヒアリング）について分析し，旭川市結婚支援アクションプランに反
映。

３．都道府県と市町村との連携確保等（事業メニュー２．（３））
　北海道（上川総合振興局）や本市及びその近隣町を含む上川管内の市町村，関係団体等で構成する上川管
内結婚支援ネットワーク協議会（※３）の会議（年2回程度開催）に参加し，情報交換及び実践事例の報告
会等により結婚支援情報を共有するとともに，北海道からは縁結びネットワーク会議のオブザーバーとし
て，本事業の取組のサポートを受けることで，広域的な視点での取組の実行性を高めていく。

（※３）上川管内結婚支援ネットワーク協議会は，北海道上川総合振興局保健環境部社会福祉課が事務局を
担い，上川管内の市町村，関係団体等から選出された委員が一同に会する会議等を開催し，地域の結婚支援
に関する情報収集及び課題把握，地域特性を活かした結婚支援の在り方や連携方策及び関係者との連絡調
整，結婚支援事業の企画及び推進並びに効果検証等に関することを所掌している。

４．地方自治体，企業，NPO等の情報共有・連携の場の設定・運営及びプロモーターの人材育成（事業メ
ニュー２．（４）及び２．（５））　（小計2,138千円）
　若者の結婚の希望をかなえられる環境を整備していくため，ネットワーク支援員に新たに企業等に対して
縁結びネットワーク及びＷＧへの加入促進，結婚支援の体制作りの働き掛けを行うプロモーター業務の一部
を担わせることで人材育成をしつつ，縁結びネットワークに結婚支援の体制作りについてのノウハウの蓄積
を図っていく。
　本市，企業，ＮＰＯ等で構成される縁結びネットワークの事務局をネットワーク支援員が引き続き運営
し，結婚支援情報の共有のため，縁結びネットワーク会議を開催するとともに，これらで得た情報を一元的
に管理し，縁結びネットワークのホームページ（以下「ＨＰ」という。）で結婚支援情報を効果的に発信し
ていく。なお，利用者やＷＧからＨＰがわかりにくいとの意見があり，必要な情報を得やすく，わかりやす
いＨＰにするため，サブメニューを新設する等の改修を行い，企業の経営者や人事担当者等に向けて本市の
結婚支援情報や取組をアピールしていく。
　また，ＷＧも引き続き設置し，結婚支援の取組（若者の出会いの場の創出等）を提案してもらうととも
に，企業等にＷＧのメンバーを新たに募ることで，結婚支援の新たな視点や広がりを図り，市全体として結
婚支援への機運を高めていく。

※プロモーターの役割として，企業等に縁結びネットワークやＷＧへの加入促進，結婚支援の体制作り（人
事・労務担当者が従業員に対して行う結婚支援情報やカップルへの割引サービスに関する情報提供等）の働
き掛けを行うことを想定。

＜経費内訳＞
　人件費　1,330千円
　　プロモーター（ネットワーク支援員）報償費　＠5,540円×120日×2人＝1,329,600円（単価は本市の臨
時職員の賃金及び交通費相当分に基づく）
　　※年間の業務を2人で分担することとし，6か月の勤務日数相当分として120日を算出。
　報償費　300千円
　　ワーキンググループ謝礼　＠2,000円×15人×10回＝300,000円（単価は本市の懇談会等の委員謝礼の平
均に基づく）
消耗品費　114千円
　　プリンターインク　24,654円
　　コピー用紙　6,426円
　　封筒　2,246円
　　USBメモリー　37,908円
　　チューブファイル　11,016円
　　名刺ホルダー　8,208円
　　プリンタ用紙　7,560円
　　その他事務用品　15,000円
　委託料　187千円
　　ホームページ改修　＠172,800円×1.08＝186,624円
　使用料　207千円
　　現コピー機（本体）　4,471円×2か月＝8,942円
　　現コピー機（使用料）　1.1772円×1,200枚×2か月＝2,826円
　　新コピー機（本体）　16,632円×10か月＝166,320円
　　新コピー機（使用料）　2.4084円×1,200枚×10か月＝28,901円
　　※現在使用しているコピー機の契約期間が平成30年5月までであり，平成30年6月から新たに契約するた
め単価が異なる。

【次年度以降の方向性】
　引き続き縁結びネットワーク団体との連携及び情報発信に努めるとともに，ネットワーク支援員だけでは
なく，縁結びワーキンググループのメンバーをプロモーターとして育成することで，企業等への結婚支援の
体制作りの働き掛けが広がり，市全体で結婚支援の機運の高まりが期待できる。また，自治体・企業・団
体・学校等の間でのネットワークづくりに必要なシステム構築の仕組みづくりについても取り組んでいきた
い。

【事業実施に当たっての留意点】
　本事業の実施に当たっては，実施要領記載の留意事項を踏まえて実施することとする。

個 別 事 業 の 内 容

・個別事業の重要
業績評価指標
(KPI)及び定量的
成果目標

【アウトプット】
・あさひかわ縁結びネットワークのホームページのアクセス数(年間）：9,000件（平成29年度）
10,000件（平成30年度）11,000件（平成31年度）12,000件（平成32年度）
平成28年度実績4,045件
※アクセス数はホームページへの訪問数（セッション）
・あさひかわ縁結びネットワークのホームページのページビュー（以下「PV」という。）数(年間)：
27,000PV(平成29年度)30,000PV（平成30年度）33,000PV(平成31年度)36,000PV（平成32年度）
※PV数はホームページのサイト内で読み込まれたページ数
平成28年度実績12,781PV
・プロモーターの訪問企業・団体数（年間）：20団体（平成30年度）20団体（平成31年度）
新規事業のため現状値なし
【アウトカム】
・あさひかわ縁結びネットワークへの登録団体数（年間，平成28年度からの累計）：10団体（平成
29年度）14団体（平成30年度）18団体（平成31年度）
平成28年度実績7団体（平成30年1月現在も7団体）
・結婚支援の体制作り（人事・労務担当者が従業員に対して行う結婚支援情報やカップルへの割
引サービスに関する情報提供等）に協力してくれた企業・団体数（年間）
：10団体（平成30年度）10団体（平成31年度）
新規事業のため現状値なし

【過去に設定したKPI】
・旭川市結婚相談所相談件数（年間）：900件（平成29年度）950件（平成30年度）1,000件（平成31
年度）
平成28年度実績789件
・旭川市結婚相談所登録者数（年間）：550人（平成29年度）600人（平成30年度）650人（平成31年
度）
平成28年度実績432人

・都道府県との連
携・役割分担の考
え方及び具体的方
法

　北海道（上川総合振興局）や本市及びその近隣町を含む上川管内の市町村，関係団体等で構
成する上川管内結婚支援ネットワーク協議会の会議（年2回程度開催）に参加し，情報交換及び
実践事例の報告会等により結婚支援情報を共有するとともに，北海道からは縁結びネットワーク
会議のオブザーバーとして，本事業の取組のサポートを受けることで，広域的な視点での取組の
実行性を高めていく。



（関係部局
等）
(配慮するこ
と）

■③随意契約

（①を除く）

・男女共同参画部
局など関係部局等
との連携・配慮事
項

総合政策部政策調整課男女共同参画担当

本事業の実施に当たり，個人の決定に対して特定の価値観を押し付けたり，プ
レッシャーを与えることのないようにするため，内容についての確認や助言を得
る。

■有（以下の①～③から該当するものを選択してください）　　　　　□無

□①企画提案方式（プロポーザル方式、コンペ方式等）　　　□②競争入札方式

［事業の内容：あさひかわ縁結びネットワークのホームページ改修］

［随契の理由：ホームページ新設時に制作を委託した業者であり，予定価格が本
市契約事務取扱規則により随意契約が可能な額であり，本市の担当部局の了解
も得られているため］

・システム等導入
に係る管財部局の
確認

　　該当する取組の有無：■有　（取組名：ホームページ改修）　　　　　□無

・委託契約の有無
及び契約方式

  □有の場合の担当部局：総務部情報政策課

個 別 事 業 の 内 容


