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１．調査概要 
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１．調査目的 

少子化対策や地域活性化等の観点から、各地商工会議所が取り組む
「婚活事業（出会いの場提供事業、独身者交流会、街コン等）」につ
いて、実施状況等を調査し、調査結果を各地商工会議所等に情報提供
することを目的とする。各地商工会議所が少子化対策や地域活性化、
商工会議所活動のＰＲ等において、新たな事業展開を検討するうえで
の参考資料としてご活用いただく。 

２．調査期間 平成２５年１０月７日（月）～１０月３１日（木） 

３．調査対象 全国５１４商工会議所 

４．回答商工会議所数 ３８７商工会議所（回答率：７５．３％） 

５．調査方法 イントラネットによるアンケート調査 

６．調査内容 婚活事業の平成２４年度実施状況および平成２５年度実施予定など。 

※ 本調査は、平成２１年度以降、今回で５度目の実施。平成２１年度調査では、平成１９、２０年度に実施された 

  事業実績を調査、２２年度以降の調査では、前年度の実施状況および調査年度の実施予定を調査している。 

※「婚活事業」とは、独身の男女を対象に、出会いの場を提供することを目的とした交流会・街コン（地域の飲食店 

  等と協力し、出会いの場の提供に加え、飲食店等の販売促進、地域の活性化を目的に開催される大規模な交流会）等を 

  開催する事業。 



２．集計結果概要 
 ○実施商工会議所数は過去最高を更新、全国で延べ３万人が商工会議所の婚活事業に参加 

   平成２４年度に婚活事業を実施した商工会議所は、回答のあった３８７商工会議所のうち 

  １６９か所（実施率４３.７％）、事業実施回数は延べ２７７回で、実施商工会議所数・実施回数 

  共に、過去最高の数値となった。 

   事業内容（種類）ごとの実施回数は、「お見合いパーティー」が１３５回、全体の４９％と最も 

  多く、次いで「交流イベント」（６９回、２５％）、「街コン」（６５回、２３％）となっている。 

   参加者数は、男性１６，１８８人（１回平均５８人）、女性１４，６９４人（１回平均５３人） 

  で、２３年度から男女とも大幅に増加。この背景には、地域の商店街等と連携し、大規模な 

  「街コン」の開催に取組む商工会議所が多く見られたことが伺える。 
 

 ○商工会議所の婚活事業を通じて、２４年度１，１７６組のカップルが成立 

   ２４年度に全国の商工会議所において実施された婚活事業でのカップル成立数は１，１７６組、 

  １回の事業あたりでは、平均４．２５組のカップルが成立。また、そのうち結婚まで至った 

  カップル数は、５２組。 
 
 ○事業実施の目的は「地域経済の活性化」 

   婚活事業を実施する目的については、｢地域経済の活性化を促すこと｣とする商工会議所が最も 

  多く、事業成果についても「会場に地域の店舗や商店街が利用され、経済効果につながった」という 

  地域活性化への効果を実感する声が多く寄せられた。２４年度調査結果と比較しても、「カップル 

  が成立した」などの少子化対策に関する効果に比べ、地域活性化への効果を挙げる会議所の割合が 

  増加している。地域経済を担う商工会議所では、「少子化対策」としてのみならず、地域活性化の 

  新たな手段の一つとして「婚活」に活路を見出し、事業に取り組んでいる。 
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３．婚活事業の実施商工会議所数および開催回数の推移 

3 

○平成２４年度に婚活事業を実施した商工会議所は、回答のあった３８７商工会議所のうち 

 １６９か所（実施率４３.７％）、事業実施回数は延べ２７７回となり、平成２３年度に続き 

 大きく増加した。実施商工会議所数・実施回数共に、過去最高の数値となった。 

○平成２５年度については、実施予定を含めると、実施商工会議所数は１７３か所、回答の 

 あった３８７商工会議所の中での実施率は４４.７％となった。 

※ ｎ＝３０１か所（１９、２０年度）、２７５か所（２１年度）、３４８か所（２２年度）、３６４か所（２３年度）、３８７か所（２４・２５年度）。 

※ ２５年度については、実施予定も含む（調査月は平成２４年１０月）。 
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４．婚活事業実施の目的について 
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○婚活事業を実施する目的については、「出会いの場の提供を通じて、地域経済の活性化を促す 

 こと」（１４５件）が最も多く、次いで「少子化対策（人口減少や高齢化への対策）の一環と 

 して貢献すること」（１０９件）、「会員企業へのサービス向上（後継者問題の解決、福利 

 厚生制度の充実など）を図ること」（７２件）、「商工会議所活動のＰＲを図ること」（５５ 

 件）が挙げられた。 

※ ｎ＝１６９か所。複数回答。 

※ 選択肢 

 「少子化対策」：少子化対策（人口減少や高齢化への対策）の一環として貢献すること。 

 「地域活性化」：出会いの場の提供を通じて、地域経済の活性化を促すこと。 

 「サービス」：会員企業へのサービス向上（後継者問題の解決、福利厚生制度の充実等）を図ること。 

 「ＰＲ」：商工会議所活動のＰＲを図ること。 

※ 「その他」（１２件）については、「定住化の促進を図るため」、
「会員企業（飲食店等）のＰＲのため」、「他地域からの来訪者の
増加、交流人口の増加を図るため」、「商店街のイベントを支援
するため」などが挙げられた。 
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５.事業内容（種類）ごとの実施回数について 
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○平成２４年度に実施した婚活事業の実施回数は延べ２７７回で、事業内容（種類）ごとの実施 

 回数は、「お見合いパーティー」が１３５回、全体の４９％と最も多く、次いで「交流イベン 

 ト」（６９回、２５％）、「街コン」（６５回、２３％）となっている。 
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※ ｎ＝平成２４年度に実施した婚活事業の実施回数は延べ２７７回。詳細は、Ｐ．３の「３．婚活事業の実施商工会議所数および開催回数の推移」を参照。 

※ 選択肢 （本調査では、婚活事業に関する用語については、以下の定義で使用。） 
 「婚活事業」： 独身の男女を対象に、出会いの場を提供することを目的としたパーティー・イベント・街コンなどを開催する事業。 
 「お見合いパーティー」： ホテル・レストラン等の会場を貸切り、パーティーを開催するなど、男女の「出会いの場の提供」に重点を置いた婚活事業。 
 「交流イベント」： お菓子作り教室や肝試し大会、地域の特徴や観光資源を活用した観光バス・ツアーなど、出会いの場の提供に加え、「体験型のイベント」を交えた 

               婚活事業。 
 「街コン」： 地域の飲食店等と協力し、出会いの場の提供に加え、飲食店等の販売促進など、「地域経済の活性化」を目的とした婚活事業。 



６．参加者数の推移 
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○平成２４年度に全国の商工会議所において実施された婚活事業への参加者数は、男性 

 １６，１８８人（１回平均５８人）、女性１４，６９４人（１回平均５３人）で、平成２３年 

 に続き、男女とも増加している。男女合計３０，８８２人で、平成２３年度と比較すると 

 約１.７倍となった。 

○参加者数の大幅な増加の背景には、地域の商店街等と連携し、大規模な「街コン」の開催に取組む 

  商工会議所が多く見られたことが伺える。 

※ ｎ＝２７回（１９年度）、５３回（２０年度）、７６回（２１年度）、１４８回（２２年度）、２３７回（２３年度）、２７７回（２４年度）。 
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７．カップル成立数・結婚数 
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○平成２４年度に全国の商工会議所において実施された婚活事業でのカップル成立数は、 

 １，１７６組、１回の事業あたりでは、平均４．２５組のカップルが成立した。 

 また、そのうち、結婚まで至ったカップル数は、５２組であった。 

○カップルの成立に向け、参加者全員が交流・会話ができる仕組み・機会を設ける、進行 

 役や係員がキューピット役（仲人役）を務める、コミュニケーション能力の向上を目的 

 に、事前に参加者説明会やセミナー等を開催するなど、参加者に配慮した独自の工夫・ 

 取組を行う商工会議所が多数見られた。 

○なお、事業実施後のフォローアップ調査の実施率は１６％であり、また、参加者の多い 

 大規模な街コンなど、交流に重点を置き、最終的なカップルのマッチングまで実施しない 

 事業もあることから、実際には、商工会議所で把握していないカップル数・結婚数がある 

 ものと推測する。  

※ ｎ＝２７７回（２４年度）。 

※ 「カップル成立数」および「そのうち、結婚まで至ったカップル数」については、事業当日の成立状況やその後のフォローアップ調査 

  （Ｐ．１１の「１１．フォローアップ調査について」参照、実施率１７％）および参加者からの報告等により把握がなされた数値であり、その後の 

  進展状況等を全て考慮したものではない。 

カップル成立数 １，１７６組 

１回あたりの成立数（平均）  ４．２５組 

うち結婚数    ５２組 



８．参加者からの評価 
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○事業に対する参加者からの評価が「好評」だったとする商工会議所が８６％を占め、参加者の 

 満足度が高いことが伺える。一方、事業に対する参加者からの評価が「不評」だったとする 

 商工会議所は２％であった。 

○好評の理由としては、イベントの「企画内容」や「雰囲気」、「司会者やスタッフの対応」を 

 評価するもののほか、「商工会議所が実施するので、安心感・信頼性がある」などが挙げられ  

 た。 

※ｎ＝１６９か所 

※ 不評の理由としては、「ゆっくりと会話 

  をする時間が少なかった」が最も多く、 

  次いで「参加者が多すぎて、異性全員 

  と会話をすることができなかった」、「男 

  女比に偏りがあった」などが挙げられた。 
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９．事業成果（商工会議所の自己評価） 
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○事業成果については、「事業を通じてカップルが成立した」（１０８件：少子化対策へ
の効果）が最も多く、次いで「会場に地域の店舗や商店街が利用され、経済効果につな
がった」（９５件：地域活性化への効果）、「一般の方からの事業に対する問い合わせ
件数が増えた」（８９件：商工会議所活動のＰＲ効果）が挙げられた。 

※ ｎ＝１６９か所。複数回答。 

※ ｢その他」（８件）については、「多数の企業・団体で実行委員会を組織したことにより、地域間で新しい交流・連携をもつことができた」などが挙げられた。 
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10．事業実施上の問題点・課題等 
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○事業実施上の問題点・課題等については「参加人数を増やす方法、効果的な募集方法」が 

 ９８件で最も多く、「男女の人数バランスを取る方法」（８４件）、「参加者のニーズに 

 合致した事業の企画・実施」（７１件）などの回答が多く挙げられた。 

※ ｎ＝１６９か所。複数回答。 

※ 「その他」では、「地域活性化として具体的な結果を残すために、どのように開催していくか検討が必要」、「二次会へ行く仕組みが出来ていない。カップリングを 

  行わなかったことで、その場限りの出会いとなった参加者が多くいた」、「主催者の負担が大きい」などが挙げられた。 
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11.フォローアップ調査について 
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○事業実施後のフォローアップ調査に関して、調査を実施していると回答した商工会議
所は２８か所（１６％）であった。 

※ ｎ＝１６９か所 

※ フォローアップ調査：事業終了後、参加者の動向を調査し、カップルや結婚が成立したかを把握する。 
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12.事例紹介：お見合いパーティー① 

■ 離婚歴のある女性やシングルマザーが対象 ■ 
 江津商工会議所（島根県） 

「もう一度、いい恋しようよ」 

 開 催 日：平成２５年１月２７日 
 参加者数：男性２０名、女性１９名 
 対 象 者：２０～４０歳 
      女性は、離婚歴のある女性やシングルマザーを対象 

 特  徴：女性の参加者を離婚歴のある女性やシングルマザー 
      などに限定。地域の保育所と連携し、託児所を設け 
      て、女性が参加しやすいように工夫。 

 内  容：江津商工会議所青年部が主催。志向を変えたお見合 
      いパーティーを実施しようと、離婚歴のある女性や 
      シングルマザーを対象にした婚活事業を発案。例年  
      実施しているお見合いパーティー「いい恋しよう 
      よ」の「特別版」として実施することとした。 
      ゲームやケーキ作り等を通じて、コミュニケーショ 
      ンを図り、８組のカップルが成立するなど、参加者 
      からも好評を得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 「婚活サポーター」と二人一組で参加 ■ 
 天童商工会議所（山形県） 

「婚活サポーターツイン交流パーティー」 

 開 催 日：平成２５年１０月１８日（２５年度事業） 
 参加者数：男性２５０名、女性２５０名 
 対 象 者：独身の男女、または婚活サポーター（既婚者）の 
      いずれかが商工会議所および法人会の加盟企業に 
      所属される方。または、JAの組合員で農業を営まれ 
      る方、公共機関にお勤めの方。 

 特  徴：婚活サポーター（信頼できる既婚者の友人・家族・ 
      知人）と二人一組で参加する婚活パーティー。 

 内  容：古くからお見合いというと、地域の世話焼き役の方 
      が男女の仲を取り持つという形で行われてきた「世 
      話焼き文化」に着目し、信頼できる既婚者を「婚活 
      サポーター」として登録して、二人一組で参加する 
      交流パーティーを実施。会社の上司や先輩が婚活サ 
      ポーターを引き受けるケースが多く見られ、サポー 
      ターを通じて参加者の仲が深まるなど、力を発揮し 
      ていた。 
 



13 Copyright 2010 The Japan Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved. 

12.事例紹介：お見合いパーティー② 

■ ２００名参加「大規模」お見合いパーティー ■ 
 高岡商工会議所（富山県） 

「で愛フェス2012 ～キラめく出逢い、ふれ愛ﾊﾟｰﾃｨｰ～」 

 開 催 日：平成２４年７月７日 
 参加者数：男性１１６名、女性１１７名 
 対 象 者：２０歳以上の独身男女 

 特  徴：「多くの方との出会いの場を提供すること」を 
      テーマに、２００名規模のお見合いパーティーを 
      実現。 

 内  容：参加者全員でハイタッチをすることにより、親睦を 
      深める「ハイタッチ・コミュニケーション」や心理 
      テスト、ゲーム等を実施。 
      参加者２００名が必ず他の参加者全員と顔を合わせ 
      会話をする機会を設けるよう努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ トークタイムが充実「会話重視」お見合いﾊﾟｰﾃｨｰ ■ 
 茨木商工会議所（大阪府） 

「婚活パーティー ２０１２」 

 開 催 日：平成２５年２月２日 
 参加者数：男性２７名、女性２７名 
 対 象 者：２８～４２歳の独身男女（会員企業の経営者・従業 
      員、会員企業の紹介などが必要） 

 特  徴：トークタイムを十分に確保し、「会話重視」のお見 
      合いパーティーを企画。 

 内  容：男女１対１のトークタイム（９０分）、フリートー 
      クタイム（９０分）、ビンゴゲーム（２０分）を企 
      画。過去にレクリエーションなどの婚活事業を企 
      画・実施していたが、思うような成果が上がらず、 
      カップル成立の実績をあげている婚活事業の担当者 
      に話を聞くなど検討を重ねた。相手の人柄が分かる 
      のは、会話をしてこそという考えから、会話に十分 
      に時間を取るという内容とした。フォローアップ調 
      査では、例年よりも満足度の高い結果を得た。 
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12.事例紹介：交流イベント 

■ ｢学び｣と｢婚活｣を組み合わせた｢カルチャー婚活｣ ■ 
 焼津商工会議所（静岡県） 

「であいふれあい交流会」 

 開 催 日：平成２４年１２月２日 
 参加者数：男性２３名、女性２４名 
 対 象 者：男性は、３０～４５歳の市内在住または在勤者 
      女性は、３０～４０歳 

 特  徴：「学び」と「婚活」を結び付けた「カルチャー婚 
      活」を実施。 

 内  容：フリーアナウンサーによる男女のマナーセミナーを 
      開会に先立ち実施。アナウンサーから、話し方・聴 
      き方などのコミュニケーション・スキルやマナーを 
      学び、その後の交流パーティーでセミナーの内容を 
      実践活用する。「学び」と「出会い」を重視し、あ 
      えてカップリングまでは実施しないこととした。 
 
 
 
 
 
 

■ 釣りを通じて交流を深める「釣りコン」■ 
 尾鷲商工会議所（三重県） 

「尾鷲で釣りコン＆ＢＢＱ」 

 開 催 日：平成２５年１２月７日（２５年度事業） 
 参加者数：男性１６名、女性１６名 
 対 象 者：２０～５０歳までの独身男女 

 特  徴：魚釣りや海産物を食し、尾鷲の魅力をより実感して 
      もらうことを目的に、独身男女の体験型交流事業と 
      して、「釣りコン」を開催。 

 内  容：朝７時に集合し、自己紹介や釣り方の説明を行った   
      後に出船。午前中は釣りを楽しみ、午後には、自分 
      が釣った魚を食すバーベキューやイルミネーション 
      会場での催事や出店にて、楽しんでいただいた。 
      イベントの終盤には、釣った魚の量による上位成績 
      者の発表と表彰式を行った。 
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12.事例紹介：街コン 

■ 飲み会スタイルの街コン＝「街飲み」の開催 ■ 
小浜商工会議所（福井県） 

「街飲み祭り」 

 開 催 日：平成２５年３月１０日 
 開催場所：小浜駅通り商店街の飲食店舗（貸切で開催） 
 参加者数：男性８０名、女性８０名 
 対 象 者：２０歳以上（独身・既婚は問わず） 

 特  徴：「出会いの場」と「グルメ・お酒を堪能」すること 
      を融合させた飲み会スタイルの街コン＝「街飲み」 
      を開催。 

 内  容：若者を中心に地域を盛り上げ、街の魅力を再認識し 
      てもらうきっかけ作りとして、参加者に「最高の出 
      会いの場」を提供すること、今まで知らなかった 
      「グルメを堪能」してもらうことを融合した「街飲 
      み」を開催した。 
      男性８０名、女性８０名が参加。ビール会社のスポ 
      ンサー協力を得て、アルコール類を提供いただいた。 
      また、参加者のリストバンドの下１ケタが同じ異性 
      を見つけて、現金５円（御縁）を掴み取るゲームや、 
      温泉ペアチケットが当たる大あみだくじ大会を併せ 
      て実施した。 
 
 

■ 協力店舗数30店舗､参加者数700名 大規模｢街コン｣ ■ 
出雲商工会議所（島根県） 

「お結びコン in 出雲」 

 開 催 日：平成２４年１１月１３日 
 開催場所：出雲市駅周辺・商店街を中心とした飲食店舗 
 参加者数：男性３５０名、女性３５０名 
 対 象 者：２０～４５歳の独身男女 

 特  徴：協力店舗数３０店舗、参加者数７００名の大規模な 
      街コンを実施。 

 内  容：男女各３５０名の参加者を募り、３０店舗を巡って 
      飲食をする中で交流を図る。１ターン１時間の３ 
      ターン制とし、ターンごとに各人が店舗を変えるこ 
      とで多くの異性と交流を持てるよう設定。終了後、 
      希望者を募り２次会を開催した。 
      青年部が本事業を主催し、イベント開催前に青年部 
      で開発した「縁結び丼」を参加者にふるまったり、 
      縁結びポイントとなる彫像を設置した。 
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12.事例紹介：その他（カップル成立率） 

■ カップル成立率が高いお見合いイベント ■ 
倉吉商工会議所（鳥取県） 

「倉吉恋の物語 ２０１３ 春」 

 開 催 日：平成２５年３月２３日 
 参加者数：男性２５名、女性１２名 
 対 象 者：男性は、２５～４０歳台の鳥取県在住者 
      女性は、２５歳以上の大阪府在住者で、倉吉市に居 
      住可能な方 

 特  徴：男性２５名、女性１２名が参加し、１１組のカップ 
      ルが成立（うち１組は結婚） 

 内  容：日本旅行のカリスマ添乗員・平田進也氏監修による 
      イベント「倉吉の観光名所を巡るバスツアー」を実 
      施。倉吉市の未婚男性と倉吉市に居住しても良いと 
      思っている大阪府在住の女性を対象とした。イベン 
      トのコンセプトとして「結婚」に焦点を当て、結婚 
      について意識の高い参加者を募集したことで、多く 
      のカップルを成立させることに繋がった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ カップル成立率が高いお見合いパーティー ■ 
春日井商工会議所（愛知県） 

「恋のダイサク ～恋のハッピー大作戦Vol.８～」 

 開 催 日：平成２５年２月１６日 
 参加者数：男性７８名、女性８４名 
 対 象 者：２０～４９歳の独身男女 

 特  徴：男性７８名、女性８４名が参加し、４４組のカップ 
      ルが成立。 

 内  容：自己紹介、ゲーム・イベント、フリータイム等を通 
      じて男女の交流を図り、カップリングを行う。 
      参加者に「結婚」を意識してもらうため、結婚式場 
      と協力をして、チャペルでの開会式、聖歌隊による 
      歌の披露などを実施。カップル成立者には、開催１ 
      か月後に開催会場にて食事会を行った。 
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12.事例紹介：商工会議所・行政と共催 

■ 近隣の商工会議所と共催でお見合いﾊﾟｰﾃｨｰを開催 ■
高松商工会議所(香川県)・徳島商工会議所(徳島県) 

「『讃岐男に阿波女』 婚活パーティー」 

 開 催 日：平成２４年１２月１６日 
 参加者数：男性２８名、女性２８名 
 対 象 者：２０～４０歳の独身男女 
      男性は、香川県在住で、高松商工会議所の会員事業 
      所の事業主・従業員・家族の方 
      女性は、徳島県在住の方 

 特  徴：「讃岐男に阿波女」という言葉にちなみ、２つの商 
      工会議所が協力して開催。 

 内  容：古くから相性が良いとされる男女の組み合わせ「讃 
      岐男に阿波女」という言葉にちなんだ取組みとして、 
      高松商工会議所と徳島商工会議所の共催により婚活 
      パーティを開催。 
      高松商工会議所募集の独身男性と徳島商工会議所募 
      集の独身女性各２８名が参加し、ランチや地元アー  
      ティストによるミニライブ、プロフィールカードの 
      交換、フリートークを行った。最終的に６組のカッ 
      プルが成立した。 
 

■ 行政と共催で街コンを開催 ■ 
 豊後高田商工会議所（大分県） 

「昭和の町 de 街コン in 宮町」 

 開 催 日：平成２４年９月２９日 
 参加者数：男性５０名、女性５０名 
 対 象 者：２０歳以上の独身男女 
      （同性２名グループでの参加） 

 特  徴：行政（豊後高田市）と連携して、街コンを開催。 
      年間を通じて、計１１回の婚活イベントを実施し、   
      参加者数延べ４８９名、３４組のカップルが成立。 

 内  容：男女各５０名が参加。事務局が指定した３店舗を１ 
      時間ごとに移動し、出会いと食事を楽しんでもらう 
      と共に、飲食店街の情報発信を目的とする。参加者 
      を店ごとに割り振りし、なるべく多くの異性と出会 
      う機会を確保。店にも自慢の一品を提供してもらい、 
      今後の集客に繋がるよう工夫した。 
      行政との連携により、２４年度で計１１回の婚活イ 
      ベントを実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


