
『周りの目がすごく気になる

慎重派の長野県のみなさん』

のための

結婚への近道。

ながの結婚支援センター

あなたの会社の

未婚者のために



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



あなたの会社には、

未婚者は、どのくらい

いますか？



このままでは・・・

ずっと結婚できない

かもしれません。



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。



男性

女性

4.32 ％

2.12 ％

⇒

⇒

2005年

2005年

1975年

1975年

15.96 ％

7.25 ％



25～29歳

高まる未婚率 ～男性～

2005年1975年

30～34歳

35～39歳

48.3％ 72.6％

14.3％ 44.7％

6.1％ 30.9％



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



なぜ、未婚化・晩婚化が進んでいるのか？

結婚 しない 人

結婚 できない 人

が増えている。



結婚 しない 人 の 理由

■ 仕事に打ち込みたい。

■ 趣味や娯楽を楽しみたい。

■ 一人の時間を大切にしたい。

■ 人との交際が苦手。

⇒女性の社会進出、趣味・娯楽の多様化



結婚 できない 人 の 理由

■ 適当な相手に巡り会わない。

■ 異性とうまく付き合えない。

■ 結婚するためにどうしたらいいか
わからない。

■ 出会いが、少ない（ない）。

⇒インターネット・携帯メールの常習化



③共働き平成型
（欧米型）

経済的安定
家族重視

情緒的安定
夫婦中心

経済＋情緒
子供中心

②新専業主婦型

①片働き昭和型

時代の変化と結婚に対する目的

結婚の必要性が薄くなってきている



30代の独身女性。
彼氏がいない人の割合は・・・

30代の独身男性。
彼女がいない人の割合は・・・

提供：オーネット（o-net） 20～39歳の結婚経験のない方、有効回答数は900人。

７割

６割



このままでは、

結婚しない人・できない人

が増えるいっぽう。

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。



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。



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



だからこそ、

『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よ。



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



大切な方に、伝えてあげてください。



何かを待っているだけでは、

本物の幸せは手に入らない。

だからこそ、自分から動いてみる。

自分の人生に何が必要かを考え、

自分と違う価値観も受け止める。

新しい経験を怖れない。

どんな結果であれ「お見合い」は、

自分を見つめ直すきっかけになる。



あなたがその方の

一番のサポーターです。



あなたのまわりにも

こんなサポーター、いませんか？

スポーツジムに来る人をくっつけるのは

私のもうひとつの仕事なんです♪

うちのお店に来て、

結婚したっていう人多いんだよね。

もしかして、恋のキューピット？

サポーター、ご紹介ください！



恋する場所を探しています。
ながの結婚支援センターでは、出会いを求める独身男女に、その機会

提供していただける企業・店舗・施設・団体等を「応援企業」として

募集しています。

ながの
結婚支援センター

結婚希望の
独身男女

応援企業メルマガ登録

②情報の配信

⑤お見合い・
パーティー・
セミナーの
参加

③申し込み

④参加者情報の配信

イベント情報集約

出会いの場となる

イベントを企画・

実施する企業・

店舗・団体など

①パーティー・セミナー企画情報の連絡

レストラン・ホテル・旅館・結婚式場などを運営のみなさま

ながの結婚支援センターは・・・



応援企業になりませんか？

だからこそ、

長野の活性化につながります。

お店のPR・新規顧客の開拓につながります。

お見合いやお見合いパーティー・セミナーの際の

場の提供、または、会の企画・運営ができます。

※登録料は無料



辞めてほしくない社員には、
昇進より、結婚です。

ながの結婚支援センターでは、出会いを求める自社内の独身男女の方々のために、

当センターの情報の発信、お見合いやイベントへの参加を促していただける企業を

「協賛企業」として募集しています。

社内の未婚者が気になる長野の法人のみなさま

協賛企業

④お見合い・
イベント
参加促進

ながの
結婚支援センター

③お見合い・
イベント情報

結婚希望の
独身男女

経営者・
総務担当者

①メルマガ登録
の促進

②メルマガ登録 ⑤お見合い・イベントの参加申込

③お見合い・イベント情報



協賛企業になりませんか？

だからこそ、

社員の結婚は、離職率の低下につながります。

結婚推進企業として、取引先や消費者に対しての

PRとなります。

●“えんむす”が法人会価格でご利用できます。

●協賛企業間でのカップリングパーティーの開催が

可能になります。



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


