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1 はじめに 

1.1 計画の位置づけ 

本計画は、伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標である「安心して子どもを

産み、育てることができる“伊賀”にする」の実現に向けた「結婚・妊娠・出産・子育てま

での切れ目のない支援」の実現に向けた取り組みであり、三重県にて 2017（平成 29）年度

に実施された結婚や妊娠・出産、子育てに関する県民意識調査の結果、および内閣府の地域

少子化対策重点交付金を活用して実施した「地域住民による結婚支援の取組検討ワークショ

ップ」の結果を踏まえた取組方針として策定するものです。 
 

 

1.2 背景 

＜国の状況＞ 

我が国全体の人口は、1998（平成 10）年をピークとして減少局面に入っており、経済社

会に対して大きな重荷となる懸念があります。また、地方と東京圏の経済格差の拡大が、若

い世代の地方からの流出と東京圏への一極集中を招き、日本全体の人口減少に結びついてい

ます。今後の予測として、日本全体の人口は 2050年には 9,700万人程度になり、2100年に

は 5,000万人を割り込む水準になるという推計もなされています。（図１） 

人口増減に影響を与える出生状況は、2012（平成 24）年の全国の合計特殊出生率は 1.41

であり、人口を維持するために必要な合計特殊出生率である 2.07を大きく下回っています。 

こうした現状を是正し、それぞれの地域で安定した雇用機会・場の確保や住み続けられる

居住環境を確保し、人口減少克服と地方創生に取り組んでいくことが課題となっています。 

 

 
出典：伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

図１ 我が国の人口動態 
 

 

実績(1960～2013 年) 

「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」（出生中位（死亡中位）） 

合計特殊出生率が上昇した場合（2030 年 1.8 程度、2040 年 2.07 程度） 

（参考 1）合計特殊出生率が 2035 年に 1.8 程度、2045 年に 2.07 程度となった場合 

（参考 2）合計特殊出生率が 2040 年に 1.8 程度、2050 年に 2.07 程度となった場合 
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＜伊賀市の状況＞ 

本市の人口は、1995（平成７）年に 10万人を超えましたが、2010（平成 22）年に再び 10

万人を下回り、その後減少を続けています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、

このままの状態が続くと 2060年には約 53,000人に減少すると推計されています。 

また、20代後半から 40代にかけての未婚率は、年々増加傾向にあり、晩婚化が顕著にな

っています。（図２・図３）各年を比較すると、2000（平成 12）年から 2005（平成 17）年

にかけ、25 ～39 歳の晩婚化が進み、2005（平成 17）年から 2010（平成 20）年にかけ、さ

らに 35歳以降の晩婚化が進んでいる状況がうかがえます。また、30歳未満の女性婚姻率が

年々低くなっていることが、合計特殊出生率の低迷に少なからず影響を及ぼしているものと

考えられます。（図４） 

本市では、「まち」「ひと」「しごと」の創生による課題の解決と好循環づくりのため、「来

たい・住みたい・住み続けたい“伊賀”づくり」をテーマに、ライフシーン※1、ライフス

テージ※2ごとの支援と移住・交流、シティプロモーション※3を推進することにより、2020

（平成 32）年に人口 90,000人を維持することを目標としています。 

※1：結婚、就職、引越しなど、人生における大きな出来事。 

※2：人生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。 

※3：地域の売り込みや自治体名の知名度の向上により、人材、物財、資金、情報などの

経営資源の獲得を目指す活動のこと。 

 
 

 

 
 出典：国勢調査 

図２ 伊賀市における未婚率の推移（男性） 
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 出典：国勢調査 

図３ 伊賀市における未婚率の推移（女性） 
 

 
出典：三重県伊賀保健所年報 

図４ 合計特殊出生率の推移  

 

 

 

1.3 計画の期間 

本計画の期間は、2018（平成 30）年度～2020（平成 32）年度までの３年間とします。 

 

なお、社会環境の変化、政策・施策・事業の進捗等の状況変化があった場合は、必要に応

じて見直すものとします。 
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2 本計画における目指す姿と目標 

2.1 本計画における目指す姿 

前述のとおり、伊賀市まち・ひと・しごと総合戦略において、本市の人口減少に歯止めを

かけるためには、「来たい・住みたい・住み続けたい」と思われるまちづくりを進めること

が必要であるとされています。 

更に本市では、総合戦略におけるそれぞれの取り組みをライフシーン、ライフステージご

とに分類することにより、対象となる人や時期を明確にし、切れ目のない支援を行うととも

に、戦略的なシティプロモーションを推進し、交流人口の増加や移住の促進を図ることとし

ています。 

そのため、ライフシーンにおける支援の一環として、企業や団体と連携し結婚支援の実施

に係る取り組み方針（本計画）を定め、方針に従って実行していくことが必要となります。

その結果として、本市の若者世代が交流し、未婚率が改善することを目指します。 
 

 

2.2 目標 

本計画では「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「2020（平成 32）年に

目指すべき伊賀市の姿」として掲げた指標を参考に、下記の数値を目標として設定します。 

 

①合計特殊出生率 1.4 (2012(H 24)年) ⇒ 1.6 (2020(H 32)年) 

②若者世代(20～39 歳)の未婚率 49.32(2010(H 22)年) ⇒ 48.0 (2020(H 32)年) 
  

 

2.3 目標達成に向けた基本方針 

本計画では、目標達成に向けて国および県の調査結果を踏まえ、市民の意見を十分反映し

対応を行います。また、必要な支援の実行に向けて市のみならず三重県や市内の企業・団体

とも連携し、事業を実施します。 

なお、結婚や出産は各個人の決定に基づくものであり、取り組みにあたっては特定の価値

観を押し付けたりプレッシャーを与えたりすることがないよう特に配慮することとします。 

 
 

3 取り組みの方向性 

本計画では、次の３つの取り組みの方向性を設定し、それぞれが連動し相乗効果を得ら

れるよう推進します。 

 

＜取り組みの方向性＞ 
 

① 若者の未婚率上昇に係る継続的な分析 

② 出逢いの実現に向けた取り組み支援 

③ 若い世代の出逢いに向けた企業・団体との連携 
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3.1 取り組みの方向性①「若者の未婚率上昇に係る継続的な分析」 

未婚率の上昇について、2013（平成 25）年に公表された厚生労働白書によると「適当な

相手に巡り合うことができない」ことが最大の要因であるとされています。（図５） 

本市においても同様の傾向がみられるのかを確認するため、市民の皆様に参画いただき第

１回結婚支援の取組検討ワークショップを実施したところです。 

ワークショップの結果、討議をおこなったすべてのグループにおいて「出逢いがないこと」

が最大の要因であり、未婚率の改善には「出逢い」が重要であることが確認されました。 

なお、本計画では、「結婚や出産は各個人の決定に基づくものである」という観点から「結

婚をしたいと考えているが結婚できない」部分に焦点をあて検討を行っています。 

今後も本計画を推進していくにあたり、常に最新の動向を把握することでより効果的なも

のになると考えられます。そのため、取り組みの方向性として継続的な分析をし、必要に応

じて計画を見直すことで、より効果的で効率的な取り組みを進めていきます。 
 

 

 
出典：2013（平成 25）年度 厚生労働白書 

図５ 独身にとどまっている理由 
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＜取り組みの方向性を踏まえた施策例＞ 

① 継続的な市民の現状・意向確認 

本計画の方針および取り組みについて継続的に分析を行い、より良い事業展開を行うため

の検証を継続的に実施します。なお、国および県から提供されるデータや取り組みについて

も検証対象とし、市民に対して効果的な事業展開を目指します。 

 

（主な取り組み例） 

◆市民向け結婚取り組み支援ワークショップの開催 

◇従業員の結婚に関する企業への啓発 

 

② 結婚支援関連事業の効果検証 

本計画に従って実施される事業および本計画と関連する事業を対象に、実施結果の確認と

今後に向けた課題の検討、見直しを行います。また、本計画と直接関係する事業以外につい

ても事業のなかに出逢いの要素を組み込むことが可能か検討し、様々な分野の事業で「出逢

い」の実現に向けて取り組みます。 

 

（主な取り組み例） 

◇本計画に関連する事業の効果検証 

◇企業・団体による結婚支援関連事業の効果検証と改善策の分析・提言 

 
 

3.2 取り組みの方向性②「出逢いの実現に向けた取り組み支援」 

第１回結婚支援の取り組み検討ワークショップにて確認された結果を踏まえ、「出逢い」

をキーワードとして、第２回及び第３回結婚支援の取組検討ワークショップを開催したとこ

ろ、「婚活」という言葉に抵抗を示す傾向が強いことが見えてきました。 

このことから、若者世代から求められている、より自然で気軽に出逢える場を構築するこ

とが必要であると考えられます。 

「出逢い」を実現させるためには、出逢いの場が重要な要素であると考えます本計画では、

出逢いの実現に向けた場を構築するとともに、団体等が行う結婚支援の取り組みについて支

援を行います。 

 

 

＜取り組みの方向性を踏まえた施策例＞ 

① 出逢い関連イベントの拡充 

「出逢い」がないことが一番の要因であることから、より自然で、より気軽に「出逢う」

ためのしかけが必要です。そのため、婚活イベントのみではなく「出逢い」を実現する様々

なイベントを広く検討し、企業・団体と協働で支援することが重要です。現在、実施されて

いる結婚に関する事業だけでなく、市で実施するあらゆる事業に対し、庁内共通の認識の下

で連携し、若者への参加を呼びかけ参画いただくことで、自然な「出逢い」を実現すること

が期待できます。 

また、「出逢い」に関するイベントを実行している企業・団体に対し、他の団体等の取り

組み事例の情報を提供するとともに、一部事業費を助成する等の支援を行います。 

 

凡例 

◆：既存事業 ◇例示事業 
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（主な取り組み例） 

◆民間事業者にて実施する婚活イベントへの助成 

◇結婚に関する事業だけではない、あらゆる既存事業に対して「出逢い」の要素を付加 

 

② 出逢いを希望する市民への情報提供 

「出逢い」に関するイベント等についての告知を効果的に実施する必要があります。より

有益なイベント等が企画・実行されたとしても対象者が知らないと本当の意味での効果は限

定的なものとなるため、市民に対し、市広報やホームページなどのツールを活用して情報を

広く迅速に提供を行います。 

 

（主な取り組み例） 

◇市広報やホームページを活用したイベントの告知  

 

③ 市内のにぎわい創出 

自然な「出逢い」を実現するためには、市内のにぎわいも重要な要素の一つです。市内の

にぎわいが創出されることにより、人が集まり新たなイベント等が企画・実現されることが

期待されます。若者世代においても、毎日が職場と家の往復だけでなく、人が集う場所やイ

ベントに対して積極的に行動するきっかけになるのではないかと考えます。また、おいしい

飲食店や気軽に立ち寄れる憩いの場があることで、気軽で自然な「出逢い」の機会が増える

ことにつながると考えます。 

  

（主な取り組み例） 

◆中心市街地における空き店舗活用事業 

◇忍者市プロモーションと関連した市民参加事業 

◇気軽に立ち寄れる市民の憩いの場の構築 
 

 

3.3 取り組みの方向性③「若い世代の出逢いに向けた企業・団体との連携」 

国が進めている働き方改革や男女共同参画による 1億総活躍社会の実現に向けて企業や

団体が主体的に行動することが求められています。 

若い世代における未婚率は、図３（５頁参照）のとおり年々上昇しているなか、三重県で

実施した「結婚や妊娠・出産、子育てに関する県民意識調査」で、伊賀市域では未婚者が結

婚しない理由として、「仕事が忙しい」「キャリアへの障害となる」「経済的な負担がある」

等、職場や勤務状況との関連が報告されています。 

また、同じく三重県で実施した「企業や事業所における仕事と結婚・妊娠・出産・子育て

両立促進に関する意識調査」では、「結婚により仕事にやりがいを感じるようになった」「業

務効率を重視するようになった」「精神的な余裕がうまれた」等の企業・団体にとってプラ

スとなる結果も報告されています。 

そのため、企業や団体との連携を深め、若者世代の「出逢い」の実現に向けて、個人の努

力や行政の支援のみならず、所属する企業や団体によるサポートを推進していくことが重要

です。 

更には、伊賀市には製造業が多く、市外から就職によって本市に在住する若者も多数存在

することから、交友関係を広げ、本市に住み続けたいと思えることが重要です。 
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＜取り組みの方向性を踏まえた施策例＞ 

① 若者世代へのサポート 

結婚を希望する若者世代が自身の人生を考え行動できるようにサポートすることが重要

であることから、三重県およびみえ出逢いサポートセンターと協力し情報提供等の支援を実

施していきます。 

また、結婚に関する気運の醸成も有効であると考えるため、企業や団体と連携し若者世代

に対して結婚に関する総合的な情報提供を行います。 

 

（主な取り組み例） 

◇ライフデザインに係る情報提供 

◇みえ出逢いサポートセンターの活用 

 

＜企業や団体に望まれている取り組み例＞ 

◇シャトルバスの運行・代行費用の助成など 

◇同窓会・地区懇親会等への助成など 

 

 

② 企業・団体との連携 

企業や団体に対しては、出逢いに関する情報提供を行うとともに、従業員に対して具体的

な取り組みを行う企業のニーズを捉え支援していくことが重要です。また、市で取り組んで

いるハタラキカタ応援宣言を推進することで従業員の労務環境の改善を働きかけるほか、企

業・団体間の交流の促進が従業員の結婚に関して大きな効果が期待されるため、企業や団体

内部の取り組みに加えて企業や団体の枠を超えた取り組みを促進します。 

 

 

（主な取り組み例） 

◆定時退社・有給取得率向上に向けた市内企業や団体の「働き方改革」の推進支援 

◆男女共同参画の実現に向けた支援 

◇イクボスの認知度向上と推進支援 

◇企業や団体間の交流推進支援 

◇企業と連携した新たな事業の創出 

 

なお、企業や団体との連携については、各々の意向を踏まえて検討するものとします。 
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4 （参考資料）伊賀市結婚支援の取組検討ワークショップ結果 

第１回伊賀市結婚支援の取組検討ワークショップ 

開催日時：H29.10.14（土） 10：00～12：00 

開催場所：伊賀市役所本庁 ２階 第３会議室 

対 象 者：20歳から 40歳までの方（未婚既婚問わず） 

参加者数：18名（4班） 

テ ー マ：「伊賀市において、若者の未婚率が上昇している理由を考えよう」 

 

 ○班別討議で出された意見（原文のまま） 

 

 １班 討議テーマ「場はあってもつながらない」 

◇討議内容 

  □婚活イベントでのマッチング率が低い 

  ・年齢の若い女性と年齢の高い男性が多いと感じている 

  □参加者が本気でない 

  ・一部サクラと思われるような人が参加している 

  □年齢制限が適切ではない 

・20歳から 40歳など幅広い年齢がターゲットだとニーズに合っていない気がする 

 

２班 討議テーマ「出会いの機会、場がない」 

 ◇討議内容 

  □出会いがない 

  ・職場と自宅の往復の日々で新しい出会いがない 

  □婚活という名前に抵抗がある 

・参加しようにも、本気というイメージが先行してしまい、周りの目が気になる 

  □休日の過ごし方を変える 

・休日は家で過ごすことが多いため積極的に外に出歩く習慣を見に着ける必要がある

かもしれない 

  

３班 討議テーマ「出会いがない！」 

◇討議内容 

□若い者が少ない（根本的な課題） 

  ・若い女性が働きたいと思う企業の募集が少ない（工場が多数） 

  ・若い女性が増えれば、出会いも増えるはず 

  □婚活パーティはハードルが高い 

  ・知っている人がいそう、情報がすぐ広まる 

  ・婚活というワードが本気な感じがして申し込みづらい 

  □お店が少なく、遊べる施設も少ないから出歩くこともない 

 

４班 討議テーマ「出会いの場がない」 

◇討議内容 

  □若者が集まれる場がない 

  ・居酒屋が早い時間に閉まってしまうため、親交を深める場所がない 
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□職場（身近な場所）にも若者がいない 

・職場には、20代が少なく出会いがなく、他業種との交流もないので新たな出会いも

ない 

  □遅くなると帰宅する手段がなく、早い時間での解散となってしまう 

 

第２回伊賀市結婚支援の取組検討ワークショップ 

開催日時：H29.11.18（土） 10：00～12：00 

開催場所：伊賀市役所本庁 ２階 第３会議室 

対 象 者：20歳から 40歳までの方（未婚既婚問わず） 

参加者数：6名（2班） 

テ ー マ：「私たちが考える伊賀市での出会い」 

  

 ○班別討議で出された意見（原文のまま） 

 

１班 討議テーマ「伊賀市同年世代強（制）集合」 

◇討議内容 

□婚活パーティは参加しづらい 

・婚活と名がつくと本気なイメージが付き参加しづらくなる 

・婚活という名称を外して参加しやすい会にするべき 

  □出会いの場があってもそこに行くまでに障壁がある 

  ・車が無いとどこの出会いの場にも行けないのでお酒も飲めない 

  □ある程度強制性がないと参加しない 

・今回の会も会社の上司から行ってほしいと言われて来た 

・伊賀の人は引っ込み思案な性質だが、強制されたという言い訳があれば参加するの

ではないか 

 ◇事業案 

  ①何を：伊賀の若者が楽しめる企画 

   ⇒日帰旅行やスポーツ系、文化系、飲み会等のイベントを企画 

②誰が：市役所、企業上層部により構成される委員会、市内企業 

   ⇒市を中心に市内企業持ち回りで企画を立案 

③いつ：「年四回」 

   ⇒1人最低 1回は参加する。企画ごとに似た趣味を持つ人 

④誰に：20代から 40代の伊賀市民の男女 

   ⇒20代の女性と 30代の男性等年代別にニーズを汲み取りマッチングする 

➄どうやって：企業を通し強制参加・参加費は無料 

⇒半強制的に参加を要請。参加費はクラウドファンディング等で市が中心となり、

無料にする 

 

２班 討議テーマ「気軽でライトな“恋活”」 

◇討議内容 

□参加者の意識の差がある 

・婚活イベントは参加者の意識の差があり、出会いの場としては効果性が低いように

感じる 
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□気軽に出会える機会が必要である 

・恋活⇒婚活⇒お見合い、といった意識レベルのステージに分けた取り組みをしては

どうか 

□結婚に対する教育・学習機会があっても良い 

・出会いの場だけでなく、出会う・結婚する意識を高める学習機会を設けることも必

要である 

 ◇事業案 

①いつ：「定期的に休日」 ※定期的に行うことが重要 

   ⇒定期的に開催する機会を設ける 

②どこで：体験活動できる場（調理施設等） 

   ⇒公共施設（公民館、スポーツ施設等）の貸出 

③誰に：20～40歳代の未婚者 

   ⇒市内外の住民に情報発信、PR支援 

④何を：体験活動・共同作業 

   ⇒体験活動に対する講師役の派遣 

➄どうやって：SNSの活用やファミレス等で案内 

   ⇒企業（職場）や飲食店等の公共施設以外での呼びかけ協力 

 

第３回伊賀市結婚支援の取組検討ワークショップ 

開催日時：H29.12.16（土） 15：00～17：00 

開催場所：ハイトピア伊賀 ５階 学習室１・２ 

対 象 者：20歳から 40歳までの未婚の方 

参加者数：16名（4班） 

テ ー マ：私たちが考える伊賀市で出逢える方法 

 

○班別討議で出された意見（原文のまま） 

 

１班 討議テーマ「気軽に集まれる“友活”」 

◇討議内容 

□婚活・恋活はハードルが高い 

・婚活や恋活は恋愛を前提としたものでハードルが高く感じる。友達と知り合ってそ

の後恋仲に発展するような機会があれると良い 

□市のチラシは普段の生活であまり目にしない 

・普段生活していて今回のような告知は目にしないので広報の手法を変えるべき 

□拘束時間が長いものから短いものまでバリエーション多く欲しい 

・1 日拘束されるものばかりだと億劫になってしまい行きたくなくなる。ライトな気 

持ちで参加できるような短い時間での開催企画が欲しい 

□参加したいと思えるイベントの企画 

・伊賀ブラやイベント企画会社、個人でイベントを起こしたいと考えている人等にイ

ベントを企画してもらい若者を集めると良い 

 ◇事業案 

□若者が楽しめるイベントの企画プラットフォーム構築 

・若者が楽しめるような企画を発案している人たちを取りまとめ、市内の若者に伝わ

る方法(Facebook 等 SNS)で周知し、参加を促すような仕組みの構築。婚活パーティ
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は参加しづらい 

 

２班 討議テーマ「半強制という理由があれば何でもできる」 

◇討議内容 

□同世代の参加者を集める仕組みが欲しい 

・血液型や出身校等で半強制で集められたら参加しやすい 

□共通の趣味や話題があると話しやすい 

・映画鑑賞を行うことで共通の話題ができる 

□参加したくなる特典が欲しい 

・映画の半券を提示することで飲食店の割引が受けられるサービスがあると、イベン

ト後の交流につながりやすい 

  ◇事業案 

□新庁舎内における開催場所の提供 

・新庁舎を見学できるという特典があるならば、イベント以外でも参加する動機が増

える 

・市が主幹となって参加者の募集を行えば半強制ということで多くの人が参加すると

思料される 

 

３班 討議テーマ「市が取りまとめる定例の出会いイベント（月 1回）※ほぼ無料」 

◇討議内容 

  □現在行われている本格的な婚活イベントには参加しづらい 

・趣味の延長、飲み会の延長のような集まりがほしい 

□費用が掛かると参加をためらう 

・可能な限り無料にすることで、これまで参加していない人もメリットを感じ参加す

るのではないか 

□告知をしっかりしないと人が集まらない 

・市の HPや YOUに掲載すると良いのではないか。また、飲食店にポスターを掲示する

のも有効。定期的なイベントとして認知を図る 

  ◇事業案 

□第一回は飲み放題立食パーティ 

  ・場所：ハイトピア大ホール、日時：土曜日の夕方 

  ・出入り自由・飲み放題・テーブルにゲーム等を用意 

    ※飲み物、会場、駐車場を市が負担し用意しておき、参加者は自由に出入りして

もらい交流を深めてもらう 

・二回目以降は、ボウリングやサイクリング、テニス、文化を学ぶ等を開催し、基本

的に市役所が金額を負担する 

 

４班 討議テーマ「企業サポート型 交流会」 

◇討議内容 

□“婚活”イベントは参加の障壁が高い 

・知り合いに会いそう。本気な感じがして、恥ずかしい 

□趣味や興味あることで集まるイベントであれば参加したい 

・スポーツ、料理、スポーツ観戦等 
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□企業を巻き込んで実施すれば、参加者も集まりやすく、費用面からも継続的な実施

ができる 

 ◇事業案 

□企業を巻き込んだ交流会の実施支援 

・関係者：企業（イベント会社）※運営、管理、市役所、商工会議所、企業連絡会 

・開催頻度：年 2～3回 

・対象者：ある程度、幅広い年齢 

＜留意点＞ 

移動手段を確保する、近隣市町村も巻き込む、イベント内に交流を促すような仕 

組みを設ける 

 

第４回伊賀市結婚支援の取組検討ワークショップ 

※第２回まちづくりラウンドテーブル プレ会議と共催 

開催日時：H30.2.26（月） 19：00～20：30 

開催場所：ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

対 象 者：企業及び団体 

参加者数：32名 

テ ー マ：事業者からの目線による「若者の出会い創出」 

 

 ○討議で出された意見（原文のまま） 

  

◇討議内容 

  □賑わい創出にかかるアイデア 

・サンピア伊賀のプールやスケート場などシーズン外の有給施設の有効活用ができな

いか 

・サンピア伊賀の温泉棟の２階の閉鎖中の店舗スペースを活用して高校生カフェなど

も面白いと思う 

・「おいしさ」を楽しめる市内飲食店が入る武家屋敷風の建物を整備し、忍者の要素を

含めることで、「おもしろさ」も同時に味わえるようにしたら、観光客が集まると考

える。また市民の交流も生まれると思う。 

  □企業が関わることの課題 

・年間通して恒常的に何か対応をすることは難しい。何かイベント等があった際に、

その都度協力する形でないと企業・団体としては現業とのからみ、費用面で協力し

にくいと思われる 


