
令和4年度　市町村結婚支援事業一覧表

市町村名 担当課 連絡先

甲府市結婚新生活支援事業
39歳以下の新婚世帯を対象として、

新居に係る住居費や引越し費用を補助する
自治体連携課　移住定住係 055-237-5319

空き家改修助成制度
夫婦のいずれもが50歳未満である新婚世帯に対し、

空き家の改修工事に要する費用を最大50万円補助する
空き家対策課　対策係 055-237-5350

市営住宅子育て世帯等応援家賃助
成制度

夫婦のいずれもが50歳未満である新婚世帯に対し、
市営住宅の家賃を月額2万円まで補助する

住宅課　住宅係 055-237-5812

2 富士吉田市
やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金交付事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を1/2助成
（上限5,000円）

地域振興・移住定住課 0555-22-1111

都留市結婚相談所

結婚相談
相談日：随時（電話等予約受付）
時間：予約時間による
場所：都留市役所　会議室等

ふれあいパーティー （詳細未定）

やまなし出会いサポートセンター入
会登録料半額助成

都留市結婚相談所に登録している方かつ市内在住の方に対し、
やまなし出会いサポートセンター入会登録料を1/2助成

山梨市結婚相談所

結婚相談
毎月第３土曜日
時間：14：00～17：00
場所：街の駅やまなし

山梨市結婚新生活支援事業
新規に婚姻した世帯が山梨市内で新生活の開始に伴う住宅取得
費用、住宅賃借費用、リフォーム費用及び引越費用の一部につ
いて、予算の範囲内において、補助金を交付

大月市新婚世帯家賃助成金制度
市内の民間賃貸住宅を利用する新婚世帯に対し、家賃助成金を
交付

大月市結婚新生活支援事業 新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用等の一部を助成

韮崎市主催婚活支援セミナー 年１回開催　独身男女及びその親御さん

やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンターに入会した住民に対し入会登録
料を助成（５,000円を限度・１人につき２回まで）

結婚新生活支援事業 新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用等の一部を助成

南アルプス市結婚相談所

結婚相談
毎月第３日曜日
時間：13：30～20：00
場所：南アルプス市市民活動センター

婚活イベント イベントを9月に開催予定

結婚支援セミナーへ参加 相談員を対象としたセミナ―へ参加予定

やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンターに登録し、市の結婚相談所に登
録している市民に対し入会登録料の1/2を助成

結婚新生活支援事業 新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用等の一部を助成
ふるさと振興課
移住・定住担当

055-282-6073

北杜市出会いサポートセンター

結婚相談
毎週 月・水・金・土・日曜日（祝日・第５日曜日除く）
奇数月の第４日曜日は女性専用相談日
時間：13：00～17：30（日曜日のみ13：00～16：00）
場所：北杜市保健センター内

出会いイベント開催事業
シンデレラエクスプレス事業

八ヶ岳定住自立圏内の町村と秋頃から３回開催予定
※新型コロナウイルスの状況により、オンライン開催の可能性あ
り

やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金

やまなし出会いサポートセンターへの入会登録料を助成。助成額
は、入会登録料の額に1/2を乗じて得た金額（上限5,000円）

婚活イベント運営委託 時期未定１回開催予定

結婚新生活支援事業
所得や年齢など、一定の要件を満たした新婚世帯に対し、住宅取
得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用及び引越費用に要した経
費の一部を予算の範囲内において補助

10 笛吹市
やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を1/2助成
市民活動支援課

055-262-4138

上野原市結婚相談所

結婚相談
毎週日曜日
時間：10：00～12：00
場所：福祉センターふじみ内　上野原市社会福祉協議会

ふれあいパーティー 年1回秋から冬に実施 予定

12 甲州市
甲州市やまなし出会いサポートセン
ター利用促進助成金交付事業

やまなし出会いサポートセンターに入会した市民に対し、入会登
録料を半額助成（上限5,000円）

市民課
市民協働推進担当

0553-32-5583

市民活動支援課
市民生活係

055-278-1704

0554-62-4133
福祉保健部　福祉課

福祉総務担当11 上野原市

0553-20-7010

5 大月市
総務管理課

行政法制担当
0554-23-6333

山梨市4

こども政策部　子育て政策課
　総務企画担当

韮崎市 0551-22-1111

0551-42-1332

市民活動支援課
市民活動支援担当

055-282-6493

総合政策課
地域戦略担当

北杜市

7

0554-46-0170

1 甲府市

9 甲斐市

8

南アルプス市

結婚支援事業

3 都留市 市民課

6

地域資源開発課
交流促進担当



市町村名 担当課 連絡先結婚支援事業

中央市結婚相談所

結婚相談
毎月第２土曜日、第３水曜日
時間：土曜日10：00～15：00、水曜日18：00～20：00（要予約）
場所：中央市立玉穂総合会館内

婚活イベント（年3回） 8月,12月,3月にイベント実施 予定

峡南５町共催婚活イベント
20歳代～30歳代独身男女中心の婚活イベントを共催にて実施予
定
※新型コロナウイルス感染症の影響により見合わせる可能性あり

結婚新生活支援事業（家賃補助）
婚姻し、町内賃貸住宅に入居する３９歳以下の夫婦に対し住居費
及び引越し費用を補助（所得制限等条件あり）

15 早川町 未実施
総務課

移住・管財担当
0556-45-2513

峡南５町共催婚活イベント 婚活イベントを年3回開催予定
企画政策課

田舎くらし推進担当
0556-42-4801

結婚新生活支援事業 新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用等の一部を助成
企画政策課

田舎くらし推進担当
0556-42-4801

身延町婚活応援助成金支給事業

やまなし出会いサポートセンターに入会した住民に対し入会登録
料を助成
  ・サポート事業における入会登録料相当額（全額）
  ・初回のみ

福祉保健課
福祉担当

0556-20-4611

結婚新生活支援事業 新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用等の一部を助成

峡南地域結婚支援事業
一般社団法人日本地域活性化事業協会「山梨恋活コミュニティ」
に業務委託し、峡南５町合同での婚活イベントを実施予定

峡南５町合同婚活イベント
婚活イベントを他町との共催にて実施予定

峡南地域結婚支援事業　お見合い
セッティング期間限定割引キャン
ペーン

一般財団法人日本地域活性化事業協会山梨恋活コミュニティへ
婚活支援業務を委託しており、当団体が行っているお見合いセッ
ティングを町内出身者には割引価格にて行うキャンペーン

昭和町結婚相談所

結婚相談
毎月第２・第４土曜日
時間：13：30～16：00
場所：昭和町総合会館２階

やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンターに入会した町民に対し入会登録
料を助成（5,000円を限度）

昭和町結婚相談所主催　第1回　婚
活イベント

6月26日　20代30代　男女各12名募集

昭和町結婚相談所主催　第2回　婚
活イベント

秋頃に1回開催　詳細は未定

登録者対象セミナー 秋頃「婚活に必要なコミュニケーション力アップ！セミナー」予定

道志村結婚相談所

結婚相談
毎週月～金曜日（土日、祝日、年末年始開催なし）
時間：8：30～17：00
場所：道志村役場

道志村主催婚活イベント 秋頃に2回開催、対象は20歳～50歳の独身男性

結婚支援セミナー（直営） 夏頃に1回開催、登録者が対象

結婚支援サービス利用促進助成金
事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を全額助成

21 西桂町
やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を全額助成
（1人につき2回まで）

総務課
総務係

0555-25-2121

22 忍野村
やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を1/2助成
（上限5,000円）

総務課 0555-84-7791

23 山中湖村
やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を1/2助成
（上限5,000円）

福祉健康課
福祉係

0555-62-9976

24 鳴沢村
やまなし出会いサポートセンター利
用促進補助事業

やまなし出会いサポートセンター入会登録料を1/2補助
（上限5,000円）

住民課 0555-85-3082

25 富士河口湖町 富士河口湖町結婚相談所

結婚相談
毎月第１日曜日
時間：10：00～12：00
場所：富士河口湖町町民福祉館ふじやま

富士河口湖町社会福祉協議会 0555-72-1430

26 小菅村
結婚イベントに対する事業費助成
（独身者交流事業「むら婚IN小菅
村」）

小菅村商工会青年部が中心となり実施する婚活事業に対して助
成

教育委員会 0428-87-0111

27 丹波山村
やまなし出会いサポートセンター利
用促進助成金事業

やまなし出会いサポートセンターに入会した住民に対し入会登録
料を助成
（上限額等の設定は現時点で未定）

総務課 0428-88-0211

055-272-1103
政策秘書課

企画係

13 中央市 あんしんサポートセンター 055-274-0294

0554-52-2113

昭和町社会福祉協議会 055-275-1881

政策秘書課
秘書担当

0556-22-7216

住民健康課
住民福祉グループ

17 南部町 企画課企画調整係 0556-66-3402

20 道志村

19 昭和町

16 身延町

18 富士川町

14 市川三郷町


