
保福第443号様式 個票NO. ①

市町村名

本事業の担当部局名

事 業 メ ニ ュ ー

区 分

関 連 事 業 メ ニ ュ ー

個 別 事 業 名 継続

実 施 期 間

所　 要  見　込　額
※（注）１

千円 補助率： 1/2 （交付金所要額：　　　　　 千円）

各区分における取組
の全体像及びその中
での本個別事業の位
置付け　※（注）２

個別事業の内容

（個別事業の内容）※（注）３
本個別事業においては，婚活イベント（①の取組）の中で，婚活のスキルアップセミナー（②の取組）及びフォ
ローアップ相談員による個別の支援（③の取組）を行うことで，①～③を有機的に連携させ，若い世代への出会
いの機会の提供を図るとともに，③の取組についてはイベント終了後も婚活の相談等を継続してフォローを受け
ることができる体制を整え，結婚の希望をかなえる環境の整備を図るものである。

①婚活イベントの企画・運営（466千円）
　ＷＧが企画提案する本市にふさわしい独自の婚活イベント（※３）をあさひかわ縁結びネットワーク（事務
局：旭川市）が開催するとともに，ＷＧがイベントの運営を担うことで，実践的なノウハウを蓄積し，本市の実
態に合った結婚支援の取組につながることを期待する。
　人件費　242千円
　　ＷＧ委員謝礼　＠2,000円×13人×6回＝156,000円
　　（婚活イベントの企画運営会議への謝礼，単価は本市の懇談会等の委員謝礼の平均に基づく）
　　※ＷＧ会議は6回開催する予定。
　　ネットワーク支援員報償費　＠5,720円×15日×1人＝85,800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）
　　※ネットワーク支援員はＷＧ会議及び婚活イベント（※３）の事務局業務を担う。
　消耗品費　20千円
　　プリンタインク　8,000円
　　用紙　7,000円
　　その他消耗品　5,000円
　委託料　204千円
　　婚活イベント会場設営等業務委託　＠161,800円×1.1＝177,980円
　　婚活イベントチラシ及びポスター制作業務委託　＠24,000円×1.1＝26,400円
　　※市有施設（チラシ430枚，ポスター38枚），縁結びネットワーク及びＷＧ関係団体（チラシ890枚，ポス
ター20枚），その他企業等（チラシ680枚，ポスター42枚）を配布予定。

②婚活のスキルアップセミナー（96千円）
　婚活イベント（※３）の中で，結婚支援の実践経験が豊富な講師による「異性とのコミュニケーションの取り
方のコツ，婚活のマナー」をテーマにした婚活の場ですぐに役立つ内容のセミナーをイベント参加者全員（60
名）に対して男女別に行い，婚活への意欲を高めることで，カップリングにつながることが期待できる。また，
講師が婚活イベントの司会進行を担うことで，セミナー内容を参加者が実践できるように支援するとともに，
カップルになった参加者がその後の交際に発展していくための助言も行う。
※セミナー時間は１時間程度，イベント時間は５時間程度を予定。
　委託料　96千円
　　婚活イベントスキルアップセミナー講師委託　　＠86,920円×1.1＝95,612円

③フォローアップ相談員による個別の支援（20千円）
　婚活イベント（※３）の中で，マリッジサポーター及び結婚相談所の相談員，ＷＧがフォローアップ相談員と
して，参加者に個別の支援を行うことで，カップリングにつなげていくとともに，経験の少ないマリッジサポー
ター及びＷＧが経験豊富な結婚相談所の相談員のスキルを学ぶことを期待する。
　なお，フォローアップ相談員は，イベント参加者の男女各2名（男女共同作業時の1チーム）を担当し，フリー
タイムをはじめ，イベント開催中は担当している参加者の相談やカップリングにつながる個別の支援を行うとと
もに，イベントの最後にフォローアップ相談員が結婚相談所の案内を行い，イベント終了後も婚活の相談等を継
続して受けることができる体制とする。
　人件費　20千円
　　フォローアップ相談員（マリッジサポーター及び結婚相談所相談員分）謝礼
　　＠2,000円×10人×1回＝20,000円
　　（単価は本市の会議等出席者への交通費相当額としての謝礼の平均に基づく）
　　※フォローアップ相談員はマリッジサポーター及び結婚相談所相談員が10名，ＷＧが5名の予定。

（※３）①～③の取組を有機的に連携させた婚活イベント
　＜全体の内容＞
　・主催：あさひかわ縁結びネットワーク（事務局：旭川市）
　・開催時期　未定（ＷＧ会議により決定）
　・会場　　　未定（ＷＧ会議により決定）
　・参加対象　20～30代の働いている独身男女
　・募集定員　60名（男女各30名）
　・イベントの流れ
　　　1 婚活のスキルアップセミナー
　　　　※「異性とのコミュニケーションの取り方のコツ，婚活のマナー」をテーマにした受講者が婚活の場で
すぐに役立つ内容。
　　　2 アイスブレイク（参加者の緊張をほぐすための活動）
　　　3 チーム（男女各2名）ごとに分かれて，男女共同作業
　　　　※フォローアップ相談員がチームにつき，支援を開始。
　　　4 男女1対1のトークタイム
　　　5 中間カップル調査
　　　6 フリータイム
　　　　※フォローアップ相談員が担当している参加者の相談やカップリングにつながる支援を行う。
　　　7 最終カップル調査
　　　8 カップル発表及び連絡先交換
　　　　※イベントの最後に婚活の相談等を継続して受けることができる旨を案内。
　・その他　婚活イベントの飲食費に当該交付金を充てないものとする。
　　　　　　婚活イベントにアルコール類の提供は行わないものとする。

【次年度以降の方向性】
　引き続き縁結びネットワークでの連携及び情報発信，企業等への結婚支援の体制作りの働き掛けを行うこと
で，市全体で結婚支援の機運の高まりを見込む。また，自治体・企業・団体等が協力し，本市にふさわしい独自
の婚活イベントを継続して開催するとともに，縁結びネットワーク及びＷＧ会議で検証することで，改善を図り
ながら効果的な出会いの場の創出に向けての取組を推進していく。

【事業内容を検討する上で参考とした既存事業：青森県黒石市　くろいし婚活サポート事業】

【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。

　本市の「旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては，基本目標１に「若い世代の結婚・出
産・子育ての希望をかなえる」ことを定め，具体的な施策として次のことを掲げ，結婚・妊娠・出産・
育児へと切れ目のない支援を総合的に推進しているところである。
・安心して妊娠，出産，育児ができる総合的な支援
・結婚を希望する人への情報提供の充実
・小中連携・一貫教育や少人数学級の促進など教育環境の充実
・ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の実現
　
　本事業のうち結婚支援に係るものについては，上記のうち「結婚を希望する人への情報提供の充実」
に位置づけられる。また，子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に係るものについては，上記のうち
「安心して妊娠，出産，育児ができる総合的な支援」，「結婚を希望する人への情報提供の充実」及び
「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現」に位置づけられる。

平成３１年度地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活支援事業)実施計画書個票

旭川市

市民生活部市民生活課市民生活係

優良事例の横展開支援

結婚に対する取組

1-(3)　その他、各地域において結婚を希望する者の希望の実現を支援するための取組

縁結びネットワーク活動促進事業
新規／継続
（一般財源での
実施も含む）

平成31年4月1日～平成32年3月31日

582 291



（個別事業の内容）※（注）３
本個別事業においては，婚活イベント（①の取組）の中で，婚活のスキルアップセミナー（②の取組）及びフォ
ローアップ相談員による個別の支援（③の取組）を行うことで，①～③を有機的に連携させ，若い世代への出会
いの機会の提供を図るとともに，③の取組についてはイベント終了後も婚活の相談等を継続してフォローを受け
ることができる体制を整え，結婚の希望をかなえる環境の整備を図るものである。

①婚活イベントの企画・運営（466千円）
　ＷＧが企画提案する本市にふさわしい独自の婚活イベント（※３）をあさひかわ縁結びネットワーク（事務
局：旭川市）が開催するとともに，ＷＧがイベントの運営を担うことで，実践的なノウハウを蓄積し，本市の実
態に合った結婚支援の取組につながることを期待する。
　人件費　242千円
　　ＷＧ委員謝礼　＠2,000円×13人×6回＝156,000円
　　（婚活イベントの企画運営会議への謝礼，単価は本市の懇談会等の委員謝礼の平均に基づく）
　　※ＷＧ会議は6回開催する予定。
　　ネットワーク支援員報償費　＠5,720円×15日×1人＝85,800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）
　　※ネットワーク支援員はＷＧ会議及び婚活イベント（※３）の事務局業務を担う。
　消耗品費　20千円
　　プリンタインク　8,000円
　　用紙　7,000円
　　その他消耗品　5,000円
　委託料　204千円
　　婚活イベント会場設営等業務委託　＠161,800円×1.1＝177,980円
　　婚活イベントチラシ及びポスター制作業務委託　＠24,000円×1.1＝26,400円
　　※市有施設（チラシ430枚，ポスター38枚），縁結びネットワーク及びＷＧ関係団体（チラシ890枚，ポス
ター20枚），その他企業等（チラシ680枚，ポスター42枚）を配布予定。

②婚活のスキルアップセミナー（96千円）
　婚活イベント（※３）の中で，結婚支援の実践経験が豊富な講師による「異性とのコミュニケーションの取り
方のコツ，婚活のマナー」をテーマにした婚活の場ですぐに役立つ内容のセミナーをイベント参加者全員（60
名）に対して男女別に行い，婚活への意欲を高めることで，カップリングにつながることが期待できる。また，
講師が婚活イベントの司会進行を担うことで，セミナー内容を参加者が実践できるように支援するとともに，
カップルになった参加者がその後の交際に発展していくための助言も行う。
※セミナー時間は１時間程度，イベント時間は５時間程度を予定。
　委託料　96千円
　　婚活イベントスキルアップセミナー講師委託　　＠86,920円×1.1＝95,612円

③フォローアップ相談員による個別の支援（20千円）
　婚活イベント（※３）の中で，マリッジサポーター及び結婚相談所の相談員，ＷＧがフォローアップ相談員と
して，参加者に個別の支援を行うことで，カップリングにつなげていくとともに，経験の少ないマリッジサポー
ター及びＷＧが経験豊富な結婚相談所の相談員のスキルを学ぶことを期待する。
　なお，フォローアップ相談員は，イベント参加者の男女各2名（男女共同作業時の1チーム）を担当し，フリー
タイムをはじめ，イベント開催中は担当している参加者の相談やカップリングにつながる個別の支援を行うとと
もに，イベントの最後にフォローアップ相談員が結婚相談所の案内を行い，イベント終了後も婚活の相談等を継
続して受けることができる体制とする。
　人件費　20千円
　　フォローアップ相談員（マリッジサポーター及び結婚相談所相談員分）謝礼
　　＠2,000円×10人×1回＝20,000円
　　（単価は本市の会議等出席者への交通費相当額としての謝礼の平均に基づく）
　　※フォローアップ相談員はマリッジサポーター及び結婚相談所相談員が10名，ＷＧが5名の予定。

（※３）①～③の取組を有機的に連携させた婚活イベント
　＜全体の内容＞
　・主催：あさひかわ縁結びネットワーク（事務局：旭川市）
　・開催時期　未定（ＷＧ会議により決定）
　・会場　　　未定（ＷＧ会議により決定）
　・参加対象　20～30代の働いている独身男女
　・募集定員　60名（男女各30名）
　・イベントの流れ
　　　1 婚活のスキルアップセミナー
　　　　※「異性とのコミュニケーションの取り方のコツ，婚活のマナー」をテーマにした受講者が婚活の場で
すぐに役立つ内容。
　　　2 アイスブレイク（参加者の緊張をほぐすための活動）
　　　3 チーム（男女各2名）ごとに分かれて，男女共同作業
　　　　※フォローアップ相談員がチームにつき，支援を開始。
　　　4 男女1対1のトークタイム
　　　5 中間カップル調査
　　　6 フリータイム
　　　　※フォローアップ相談員が担当している参加者の相談やカップリングにつながる支援を行う。
　　　7 最終カップル調査
　　　8 カップル発表及び連絡先交換
　　　　※イベントの最後に婚活の相談等を継続して受けることができる旨を案内。
　・その他　婚活イベントの飲食費に当該交付金を充てないものとする。
　　　　　　婚活イベントにアルコール類の提供は行わないものとする。

【次年度以降の方向性】
　引き続き縁結びネットワークでの連携及び情報発信，企業等への結婚支援の体制作りの働き掛けを行うこと
で，市全体で結婚支援の機運の高まりを見込む。また，自治体・企業・団体等が協力し，本市にふさわしい独自
の婚活イベントを継続して開催するとともに，縁結びネットワーク及びＷＧ会議で検証することで，改善を図り
ながら効果的な出会いの場の創出に向けての取組を推進していく。

【事業内容を検討する上で参考とした既存事業：青森県黒石市　くろいし婚活サポート事業】

【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。

【アウトプット】
○婚活イベントの企画・運営に係るKPI
ＷＧが企画した婚活イベント事業の周知の目安となる
・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）：10,000件（平成30年度）
11,000件（平成31年度）
平成29年度実績12,237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)：30,000PV（平成30年度）33,000PV(平成31年度)
平成29年度実績42,097PV
※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

○婚活のスキルアップセミナーに係るKPI
・スキルアップセミナーの参加目標人数：60人（平成31年度）
・スキルアップセミナーを受講した婚活イベント参加者の目標人数：60人（平成31年度）

○フォローアップ相談員による個別の支援に係るKPI
・結婚支援の実践の場となる婚活イベントへのフォローアップ相談員の参加目標人数：10人
（平成31年度）
・フォローアップ相談員の支援を受けた婚活イベント参加者の目標人数：60人（平成31年度）

【アウトカム】
○婚活イベントの企画・運営に係るKPI
・婚活イベントに参加し、婚活イベント参加を友人等に薦めたいと思った参加者の目標人数：
36人（平成31年度）

○婚活のスキルアップセミナーに係るKPI
・スキルアップセミナーを受講し，婚活への意欲が高まった参加者の目標人数：36人（平成31
年度）

○フォローアップ相談員による個別の支援に係るKPI
・フォローアップ相談員として活動し，育成されたボランティアの人数：10人（平成31年度）

・個別事業の重要
業績評価指標(KPI)
及び定量的成果目
標　※（注）４



・都道府県との連
携・役割分担の考
え方及び具体的方
法　※（注）５

（関係部局等）

(配慮すること）

■③随意契約

（①を除く）

（注）

【アウトプット】
○婚活イベントの企画・運営に係るKPI
ＷＧが企画した婚活イベント事業の周知の目安となる
・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）：10,000件（平成30年度）
11,000件（平成31年度）
平成29年度実績12,237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)：30,000PV（平成30年度）33,000PV(平成31年度)
平成29年度実績42,097PV
※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

○婚活のスキルアップセミナーに係るKPI
・スキルアップセミナーの参加目標人数：60人（平成31年度）
・スキルアップセミナーを受講した婚活イベント参加者の目標人数：60人（平成31年度）

○フォローアップ相談員による個別の支援に係るKPI
・結婚支援の実践の場となる婚活イベントへのフォローアップ相談員の参加目標人数：10人
（平成31年度）
・フォローアップ相談員の支援を受けた婚活イベント参加者の目標人数：60人（平成31年度）

【アウトカム】
○婚活イベントの企画・運営に係るKPI
・婚活イベントに参加し、婚活イベント参加を友人等に薦めたいと思った参加者の目標人数：
36人（平成31年度）

○婚活のスキルアップセミナーに係るKPI
・スキルアップセミナーを受講し，婚活への意欲が高まった参加者の目標人数：36人（平成31
年度）

○フォローアップ相談員による個別の支援に係るKPI
・フォローアップ相談員として活動し，育成されたボランティアの人数：10人（平成31年度）

・個別事業の重要
業績評価指標(KPI)
及び定量的成果目
標　※（注）４

・システム等導入
に係る管財部局の
確認　※（注）９

　※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

　　該当する取組の有無：□有　（取組名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　■無

  □有の場合の担当部局：

１　「所要見込額」には、本交付金の対象経費支出予定額を記入すること。
　　また、金額の根拠となる資料（見積書等）を添付すること。併せて、「交付金所要額」には「所要見込額」に補助率を乗じた
　額（千円未満切り捨て）を記入すること。
２　「各区分における取組の全体像及びその中での本個別事業の位置付け」には、区分（①結婚に対する取組、②結婚、妊娠・出
　産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組、③結婚新生活支援事業）ごとに、既存事業や他省庁補
　助金等事業なども含め、全体としてどのような取組を行うか、その中で、本個別事業がどのような位置付けにあるのか、どのよ
　うに他事業との取組連携しているのかを記載すること。
３　「個別事業の内容」には、個別事業の具体的内容を記載すること。
　　また、事業内容を検討する上で参考とした既存事業があれば、都道府県名又は市町村名、事業名を記載すること。
　※個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、事業内容の末尾に必ず次年度以降に向けた事業の方向性を記載すること。
４　「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」には、本個別事業の各区分における取組全体像における位置付け
　を踏まえ、どのような考え方のもとどのくらいの効果が見込めるのか、それを測るためにどのようなKPI及び定量的成果目標を決
　定したか、達成予定時期を含め記載すること。
　　また、各市町村は、個別事業ごとに効果検証を実施し、道にその詳細な結果を道が別に定める日までに報告すること。
　※過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定したKPIを踏まえたKPIを設定すること。
　（過去に設定したKPIも別紙に記載すること。）
５　「都道府県との連携・役割分担の考え方及び具体的方策」には、本個別事業を都道府県と連携のもと実施する場合、その考え
　方及び具体的方法を記載すること。
６　「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」には、本個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、そ
　の考え方及び具体的方法を記入すること。
７　「男女共同参画部局など関係部局等との連携・配慮事項」には、特定の価値観の押し付けとならないようにする観点から、計
　画策定及び事業の実施に当たり連携する関係部局等並びに事業の実施に当たり配慮することを具体的に記載すること（優良事例
　の横展開支援事業を実施する場合）。
８　「委託契約の有無及び契約方式」には、取組中の委託契約の有無及び有の場合には予定している契約方式を記載すること。
　　また、競争性のない随意契約による契約を予定している場合は、事業の内容及び随意契約とする理由を記載すること（優良事
　例の横展開支援事業を実施する場合）。
９　「システム等導入に係る管財部局の確認」には、マッチングシステム、アプリの構築等のシステムに関する取組の有無及び有
　の場合には、事業の内容及び確認を行った部局名を記載すること（優良事例の横展開支援事業を実施する場合）。

　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。

・民間事業者との
連携・役割分担の
考え方及び具体的
方法　※（注）６

　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，市全体として結婚支援への機運を高めていく。

・男女共同参画部
局など関係部局等
との連携・配慮事
項 ※（注）７

　※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

総合政策部政策調整課男女共同参画担当

取組内容が特定の価値観の押し付けにならないように助言を得ることとする。

・委託契約の有無
及び契約方式
※（注）８

　※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

■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：婚活イベントの会場設営等，チラシ及びポスター制作，スキルアップ講師］

［随契の理由：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，本市の担当
部局の了解を得られており，縁結びワーキンググループ会議で決定されるため ］


