
130 北見市 農家のお嫁さん募集
農業従事
者

農業従事者：当JA未婚農業者
女性：全国の未婚女性
・年齢制限はない

SNSで会話・面会 未定 無料 JAきたみらい 0157-24-2145

takumi.katoh
@kitamirai.ja
-
hokkaido.gr.j
p

https://www.jakitamirai.
or.jp/bride/

133 美幌町

オホーツク3町出会いふ
れあいツアー（美幌
町・津別町・大空町共
催事業）

農業従事
者

4町在住者
男性：独身農家青年（主に30歳代）10名
（美幌町3名）
女性：独身一般女性（主に25歳以上）11名

2月下旬
男性：20,000円
女性： 2,000円

美幌みらい農
業センター

0152-75-2324

mirai@town.b
ihoro.hokkai
do.jp

http://www.town.bihoro
.hokkaido.jp/docs/2014
090200057/

133 美幌町 農家青年婚活支援
農業従事
者

男性：独身農家青年
女性：独身一般女性

〇1対1又は2対2のお見合い
登録いただいた女性に対し、農業青年との
マッチング支援をする。
〇大お見合い会
年齢層別に男女を募集し8対8で飲食無しで
開催（ナイ○イのお見合い回転ずし方式）
〇婚活パーティ
年齢層別の婚活パーティの開催と合わせ農
作業体験とスマート農業を体験を通し現代
農業の敷居を下げる取組み

〇お見合い・・随時
〇大尾見合い会8/27
〇オトナの婚活パーティ12/11
〇ヤングの婚活パーティ12/18

婚活パーティの
み
1人5,000円

JAびほろ営農
振興課

0152-72-1114

kageyama@j
a-
bihoro.or.jp

https://www.ja-
bihoro.or.jp/

134 津別町

オホーツク3町出会いふ
れあいツアー（美幌
町・津別町・大空町共
催事業）

農業従事
者

交流パーティの道内開催を検
討中。

網走郡下農業青年と、応募してきた女性と
の交流パーティ。
参加者は男性10名、女性10名を予定。

１１月下旬で検討中。 未定

津別町農業後
継者対策協議
会(津別町農業
委員会)

0152-77-
8395(同会事務
局)

ooyane-
kenichi@tow
n.tsubetsu.lg
.jp

135 斜里町
農村後継者対策推進事
業

農業従事
者

町内の独身農業者
①婚活イベントの企画・開催
②婚活に係る経費の助成（個人）
③セミナー等の企画・開催

婚活イベント：年3回
セミナー：年1回
個別交流会等：随時

男性参加者：負
担あり
女性参加者：原
則負担なし

斜里農業委員
会
斜里町農業振
興センター

0152-26-8373
0152-23-6045

sh.nougyoiin
@town.shari.
hokkaido.jp

137 小清水町
小清水町婚活プロジェ
クト事業

市町村在
住者

①町内在住者・町内在住で
　就業している独身男性
②独身一般男性

①婚活セミナー
②町コン
③個別交流会

①年１回（未定）
②年２回（８月・２月）
③随　時（未定）

①未定
②男性　3,000円
　女性　1,000円
③未定

小清水町役場
保健福祉課
子育て支援係

0152-62-4473

kosodatemgr
@town.koshi
mizu.hokkaid
o.jp

https://www.town.koshi
mizu.hokkaido.jp/

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ HPのURL具体的な要件など 実施（予定）日

道内市町村の結婚支援事業の取組状況　＜令和4年度の開催計画＞
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事業内容 参加者負担額
市町村
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結婚支援事業の概要 問合せ先

事業所名
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道内市町村の結婚支援事業の取組状況　＜令和4年度の開催計画＞

主な対象
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事業所名
（委託先等）

電話番号

137 小清水町 農業後継者対策事業
農業従事
者

町内農業後継者

①札幌市周辺女性との交流会
②知床・オホーツク交流会（札幌周辺女
性）
③個別交流会（随時）
④農業体験実習女性受入（随時）

①12月・2月
②中止（7月予定）
③④随時

①男性20,000円
　女性     0円
②中止
③④なし

小清水町農業
委員会

0152-62-4478

noui@town.k
oshimizu.hok
kaido.jp

https://www.town.koshi
mizu.hokkaido.jp/

138 訓子府町 婚活事業
農業従事
者

町内農業後継者
①オンライン交流会
②対面による交流会

令和４年１１月～令和５年２
月

①男性500円
②男性5,000円程
度
女性は無料

訓子府町農業
委員会

0157-47-2204

nougyou@to
wn.kunneppu
.hokkaido.jp

140 佐呂間町 農業後継者対策事業
農業従事
者

未婚の農業後継者 未定 未定 未定

佐呂間町農業
協同組合農業
振興課

（問い合わ
せ）佐呂間町
農務課農政係

01587-2-1209

147 大空町 配偶者確保対策
農業従事
者

大空町の独身農業者
・婚活パーティー開催
・婚活イベント助成
・オンラインマッチング助成

未定
随時
随時

未定
大空町農業担
い手育成セン
ター

0152-74-2111
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