
大分県の結婚支援情報は、ＯＩＴＡえんむす部（県ホームページ）へ

「ＯＩＴＡえんむす部  結 婚おうえん団 」を募 集します

「 結 婚 」は、今や企 業・団 体が 応 援する時 代です。

　 　 少 子 化による人 口 減 少は、労 働 力 不 足や消 費の減 少に直 結し、

企 業の経 済 活 動にも大きな影 響を及ぼすことが 懸 念されています。

　「 結 婚おうえん団 」になって、県と一 緒に結 婚を希 望する方を応 援しませんか 。

　　大分県の将来人口は、２０４５年には現在より

２割以上少ない８９万人になると推計されています。

　　高齢化率は４割に近づく一方、社会の働き手

といえる１５歳から６４歳までの「生産年齢人口」は

２０万人ほど減少する見込みです。

企業・団体の皆様へ

大分県の将来人口推計

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」２０１８年
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出会いサポートセンターでは、会員制による１対１のお見合いサービスを提供しています。

-  入会からお見合いまでの流れ -

入会申込み
来所予約

入会手続き お相手検索
お相手との
日程調整

お見合い

センターホームページから

入会申込み・来所予約を

行ってください

センターに来所し、

独身を証明する書類や、

入会登録料等を提出

センター内の

専用タブレットで会員検索、

お見合い申請

申し込んだお相手が

承諾したらお見合いの

日程を調整します

センター内の

お見合いルームで

お見合いを行います

※事前予約が必要です

 http://www.pref.oita.jp/site/deai-kekkon-ouen

 https://oita-enmusubu.com

検 索おおいたえんむすぶ

詳しくは「出会いサポートセンター」ホームページへ !

「あかい糸めーる」は、九州・山口で結婚を希望する独身者の出会い・結婚を応援するために、

出会いの場となるイベント情報を配信するメールマガジンです。

出会いのチャンスが届く「九州・山口 あかい糸めーる」

登録は「あかい糸めーる」ホームページから!

20歳以上、概ね40代までの結婚を希望する独身の方対象者

無 料無 料

会員登録は無料。

スマートフォン、パソコンから

下記ホームページにアクセス！

広 域

九州、山口各県のうち、情報がほしい

県を選択し、イベント情報を入手。

安 心

県に登録された「ＯＩＴＡえんむす部 

結婚おうえん団」による婚活イベントや

セミナー情報の配信。※大分県配信分

メルマガ会員

登録募集中!

 https://kekkon-ouen.pref.fukuoka.lg.jp/user

検 索あかい糸めーる

交際がスタートした後もセンターがしっかりフォロー！

市町村や民間、他県で開催される婚活イベントや婚活セミナーの新着情報を、

メールマガジン会員のスマートフォンやパソコンにお届けします。



個人の考え方や価値観を尊重しつつ、結婚を希望する方を応援する企業・団体のことです。

企業や団体で行っている「結婚応援」の取組を「宣言」していただくと、結婚おうえん団に登録いただけます。

「 O I T Aえんむす部  結 婚おうえん団 」とは？ 結 婚おうえん団の取 組 みを県が 応 援します

お 申 込 み 方 法

ＯＩＴＡえんむす部 結婚おうえん団登録申込書に必要事項をご記入の上、

OUEN！
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KK
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！

●会員制のお見合い実施

●結婚おうえん団の一覧をセンター

　のホームページに掲載

●センターの取組やライフデザイン

　関係の啓発冊子配布

結婚応援に関する情報提供

お見合い会員や

メルマガ会員に登録

婚活イベント情報発信

結婚おうえん団のPR

登録申込応援

独身者の意識

大分県の独身男女に結婚に関する意識調査

を行ったところ、「いずれ結婚するつもり」と

答えた方が８割（８０.６%）を超えています。

独身でいる最大の理由を聞いたところ「適

当な相手にまだめぐり会わないから」(３５.６

%)が最も多い回答でした。

※平成28年度 結婚・出産県民意識調査より

登録にあたっては、「OITAえんむす部 結婚おうえん団登録制度実施要領」

「結婚おうえんイベント開催要領」を必ずご確認ください。

●出会いイベントの実施

●婚活情報や、出会いサポートセンターの取組紹介

●他企業や異業種間の交流イベントの実施

●ライフデザイン講座の実施

●結婚や出産後も働きやすい職場環境づくり

結婚を希望する独身男女

etc･･･

etc･･･

これらの取組みを

お申込み時に「宣言」いただきます!

婚活パーティー等を行う場合、九州

・山口あかい糸めーる(メールマガ

ジン) や、県のホームページでイベ

ント情報を発信できます。

若い世代が、結婚・出産・子育て・仕

事など、ライフプランを描くお手伝

いをするため、冊子の配布やライフ

デザイン講座を行っています。

ご登録いただいた企業・団体名

と応援宣言を、出会いサポート

センターのホームページに掲載

し、ＰＲします。

結婚おうえん団にご登録いただ

いた企業・団体の皆様には、ロ

ゴマークを交付しています。

上記以外の場合は出会いサポートセンターへメール又は郵送ください。

婚活パーティー等の情報発信を希望する場合は大分県こども未来課へ郵送、

※ロゴマークの使用にあたっては、ガイド

ラインがあります。

※対象となるイベントには要件がございます。

詳しくはホームページをご覧ください。

結婚応援に取り組んでいただく際

の留意点や、実際の取組事例をまと

めたガイドブックを

配布しています。

お 申 込 み・お 問 合 せ 先

大分県大分市高砂町２番５０号OASISひろば２１(１階)

TEL：０９７-５７８-７７７７　MAIL：info@oita-enmusubu.com

平日・土曜 13:00- 20:00 / 日曜・祝日 11:00 -18:00（火・水曜日定休）

大分県福祉保健部 こども未来課

大分県大分市大手町３丁目１番１号

TEL：０９７-５０６-２７１８

今や男性のおよそ５人に１人、女性の７人に１人が５０

歳まで１度も結婚を経験していません。

婚姻率が年々減少する中、平均初婚年齢は上昇してお

り、晩婚化が進んでいます。

1980年 1990年 2000年 2010年 2015年 1980年 1990年

大分県の５０歳時未婚率 大分県の平均初婚年齢

32歳

30歳

28歳

26歳

24歳

男性 女性

1.9%
3.6%

3.8%
4.3%

5.5%

10.1%

14.2%9.4%

17.7%

21.9%

出典：国勢調査（総務省） 出典：人口動態統計調査（厚生労働省）
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データから見える増え続ける独身者

参考情報

結婚応援宣言を掲載 結婚おうえん団ロゴマーク交付

婚活パーティー等の

情報発信

ライフデザイン作成を

お手伝い

企業向け

ガイドブックの配布
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http://www.pref.oita.lg.jp/site/deai-kekkon-ouen

検 索大分県 結婚応援

登録について詳しくはこちらから!
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