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って考えているあなたに送る

“大好き婚”のすすめ。

結婚なんて・・・



溝端 勇二
みぞばた ゆうじ

京都生まれの長野育ち。

趣味は、ゴルフ・ファッション・ツー
リング・健康・お節介。

25才と20才の子を持つ親。

今年、おじいちゃんになりました。

1987年

2002年

2007年

2009年

株式会社ファイン設立

長野県PTA連合会 副会長

長野県PTA安全互助会 常任委員

社団法人上田法人会 総務委員会副委員長

社団法人上田法人会 青年部部長

ながの結婚支援センター立ち上げ



結婚観の変化

これは何のデータでしょうか？

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2009年）」



生涯未婚率。



25～29歳

高まる未婚率 ～女性～

2005年1975年

30～34歳

35～39歳

20.9％ 59.9％

7.7％ 32.6％

5.3％ 18.6％



進む晩婚化



しかし実際は、

多くの人が結婚を考えていない

わけではありません。



結婚に対する意識

男性

女性

84.8 ％

86.8 ％

結婚するつもりがある？

※国立社会保障・人口問題研究所

第12回出生動向基本調査より



20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

89.0％

86.6％

83.7％

73.4％

結婚に対する意識 ～女性～

※国立社会保障・人口問題研究所

第12回出生動向基本調査より

結婚するつもりがある
一生結婚する
つもりはない

不詳



みなさんは、いかがですか？



結婚したいけど、
どうすればいいの？

今すぐには
考えていない。

でも、

というのが

正直なところではないでしょうか？



『今の自分にとっての結婚』を

考える機会にしてほしい。



あなたはどこにプロットされますか？

結婚したい

結婚したくない

結婚できる結婚できない

①

②

③

④



「まだ結婚は・・・。」

と考えている方。

ちょっと



突然ですが、
結婚に関するクイズです。

年齢が高くなればなるほど、

高くなっていくものって

何でしょうか？

Q



理 想

A



20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

一生結婚する
つもりはない理想の相手なら

結婚してもいい

29.9％

44.9％

54.4％

53.6％

１年以内に
結婚したい

不詳

年齢が高まるほどに高まる理想

まだ結婚する
つもりがない



ちなみに

結婚する相手に、

どんな理想を求めますか？



年 齢

ユーモア

職 業

性 格
容 姿

年 収

男性に対して求める理想

価 値 観



年 収

その中でも、切っても切れない

代表的なもの。



ちなみに、結婚する相手に

どのくらいの年収を求めますか？



700～900万未満

300～500万未満

500～700万未満

３位

２位

１位

女性が結婚相手に求める年収は？

07年5月31日～6月4日【オリコン・モニターリサーチ】会員の、20代、30代、40代の登録属性で
「会社員（事務系/技術系/その他）、公務員、経営者・役員、契約社員・派遣社員の方」、女性各150人、
合計450人のうち、未婚者にインターネット調査したもの
※ 平均年収データは2005年度の国税庁調査によるもの。

参照：



しかし、現実は・・・



80％の男性が400万円以下の年収

未婚男性の年収は・・・

野村総合研究所による「生活者1万人アンケート（2009年）より算出。
29～49歳までの未婚男性（797人）を100％としたときの年収別比率。

参照：



しかも・・・

女性の年齢が高まるほどに、

求める年収も高くなる傾向が。



▼年代別で『500～700万未満の年収』

の男性を求める割合の差

【 2 0 代 】

36.6％ 46.6％

【 4 0 代 】

40代の2人に1人が

500万以上の年収の相手を求めている。



年齢が高くなればなるほど、

結婚がしづらい世の中に

なっています。



なので、

「まだ結婚は・・・。」

と考えている方。ちょっと



もう１つ だけ。

「まだ結婚は・・・。」

と考えている方に

お伝えしないと

いけないことがあります。



それは・・・

親の介護問題



■介護への不安 一人っ子独身未婚子供なし。

40才目前。同居を望む体調不良の両親の希望にそって一緒に暮らしながら、

スタートの遅かった仕事を確実なものにするため懸命に過ごしてきました。

その両方が落ち着き、疲れを感じましたため、これから一人暮らしを再開し、

自分のこれから、例えば遅い結婚の可能性はあるのか、等含めて気持ちを

仕切り直し行動しようとした矢先、母が脳出血で倒れました。

今は回復しておりますが認知症のリスクも高く、できるだけ同居し介護の準備を

進めるよう進言されました。

頼りや励みになる人がいない状況、し残したものへの後悔、複雑な感情を

持ち続けている母の介護への不安・・に押しつぶされそうです。

いい年をして情けないと思われるでしょうが本音です。



ところで、

長野県はどうなの？



長野県の未婚率も・・・

全国と同水準で推移している

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2005年）

※男性は30～34歳、女性は25～29歳の年齢層で見たときの割合



結婚の出会いのきっかけNo.1といえば

社内結婚。

1992年 2005年

35.5％ 29.9％
⇒

出会いのきっかけがつかめない男女の増加。



出会いは

どこにあるの？



職場以外の場所に出て行かないと結婚できない現状

職場に替わる出会いの場所とは？

・ＮＰＯ

・社会人大学

・インターネット上のコミュニティ（SNS等）

・ボランティア

・趣味のサークル（マラソン、ゴルフ、読書、
ゲーム、アニメ、漫画なども含む）

・同窓会

・婚活パーティー

・お見合い など



結婚のための出会いにもいろいろある



実際の婚活パーティーの様子



しかし、長野の人の特徴は？

目立つことを
好まない

本性が
わかりづらい

自分のことはあまり
話したがらないが
他人のことは知りたがる

まじめ

陰で努力するタイプ

控えめ

新しいものにはわりと
飛びつくがシビア

うわさ話が
割と好き

計算高い
一面を持つ



自分から

なかなか動けない。

まわりに人がいると

なかなか自分を出せない。



じゃあ、

どうすれば

結婚できるの！



適齢期に結婚していないと、周囲から

「未だ結婚しないのか」

「紹介してあげるよ」

「結婚して一人前だぞ」

などと言う、周囲の期待が強くあった。

長野県の結婚。30年位前までは・・・

⇒ お節介してくれる人たちがいた



生活が豊かになるにつれ、

環境は機械化・自動化していく中で、

人間関係が希薄になり、

家庭・地域・職域の果たしてきた機能が

失われてきている。

しかし、現在は・・・

⇒ 地域・職場・家庭をぎゅっとつなげて

縁を結ぶ存在が必要になっている。



そう、

長野県には、結婚に対して

人情深くお節介する人が

必要だったのです。



だから、

『ながの結婚支援センター』

を立ち上げました。



大好き婚をしよう。

大切にしていること



長野県を、結婚で、

幸せにすることを

誓います。

実現すると決めていること



長野の人に

マッチしている

結婚の方法（結婚の近道）

知りたいですか？



それは・・・



お見合い。



お見合いは、以前に比べて、

ずっとカジュアルになっています。



紹介されたら、

会わないといけない。

会ったら、

断りづらい。

家同士の関係など

周囲との関係を

考えないといけない。

以前のお見合い

自分から条件を

選べない。



紹介されても、会わなくていいし

会って難しければ、断っても大丈夫。

『紹介』以上『以前のお見合い』未満。

家同士の関係など周囲との関係を

考えずに、自分に合う条件の人を選べる。

今のお見合い



お見合い、愛がない。

そんなの、長く続かない。



お見合い結婚。

恋愛結婚。

離婚率が高いのはどっち？？



恋愛結婚。



お見合い結婚

恋愛結婚

10％

40％



お見合いは、

慎重な長野の皆さんに

とても向いている出会いのカタチ。

しかし、出会うだけでは、

結婚までには至りません。

そこに、ながの結婚支援センターの

人情味溢れる手厚いお節介が

加わるからこそ、結婚につながるのです。



フランクさ・カジュアルさ

＋

人情味溢れるお節介

つまり・・・



＝



ながの結婚支援センターが提供する

お見合い支援サービス

・えんむす



えんむすの特徴①

18000件のプロフィールの中から

条件に合う人を

自宅のパソコンから見つけられます。

どのくらいの人が登録しているの？

どこかに見にいかないといけないの？



えんむすの特徴②

条件を登録しておけば、

定期的に、求める条件に

マッチする人を紹介します。

・たくさんい過ぎて、選べない。

・忙しすぎて、選べない。



えんむすの特徴③

・なかなか一歩が踏み出せない。

・何をしたらいいかわからない。

・まわりに相談する人がいない。

そんなあなたに、

無料カウンセリングサービス

あります。



えんむすの特徴④

会員の中に気になる人がいるけれど、

アプローチするのが恥ずかしい。

そんなときは、

スタッフがあなたの代わりに

想いを伝えます。



えんむすの特徴⑤

・お見合いサービスって結構高いんですよね？

・自分の情報も開示されるのはちょっと嫌です。

本人証明必須の会員登録制。

プロフィールは匿名で異性にのみ公開。

料金は利用しやすいように低価格設定。



カップリングパーティー
◎長野の人気スポットでパーティーを開催しています。

（開催事例：FUJIYA GOHONZIN、ヒカリヤ ニシetc…）

◎できるだけ自然な出会い、会話をしていただけるよう、
さまざまなイベントやミニゲームをご用意。

◎ご友人・ご同僚とご一緒の参加も歓迎しております。

セミナー
異性にウケるトーク術、途切れないコミュニケーション、
ワンポイントファッションアドバイスなど、実践形式の
ものから、座学形式のものまで、随時セミナーを開催
しております。

自分を磨くためのセミナーやパーティーも用意



ながの結婚支援センター

社団法人長野県法人会連合会内

〒380-0904 長野県長野市七瀬中町276会議所ビル３Ｆ

Tel：026-227-0031 Fax：026-225-1130

運営会社 株式会社 ファイン

〒386-0002 長野県上田市住吉250-2

Tel：0268-25-4611 Fax：0268-23-8970

URL：http://www.msc-nagano.jp

Mail：office@msc-nagano.jp

▼連絡先

担当：溝端



社団法人長野県法人会連合会

社会貢献事業

ながの結婚支援センター


