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平成22年から平成52年にかけて、人口は減少 

※「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計） 
 （国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成 

人口減少の要因 三条市の今後の人口推移予測 
（自然減による人口推移） 

H  2年 合計特殊出生率（三条市） 1.80人 
H23年 合計特殊出生率（三条市） 1.54人 

H  2年 生涯未婚率（三条市） 
          男性    4.1％ 女性   2.0％ 
H22年 生涯未婚率（三条市） 
          男性 23.0％ 女性   8.4％ 
 
生涯未婚率＝45歳～49歳の未婚率、50歳～54歳の未婚率の平均値 
国立社会保障・人口問題研究所より 

未婚率の上昇≒出生率の低下 

出生率の低下 

要因のひとつとして 

未婚率の上昇 
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※新潟県福祉保健年報より 

※ 各年度国勢調査数値より 



結婚しない人が増えた 

なぜ恋人がいない？ 

男性 女性 

いずれ結婚したい 86.3％ 89.4％ 
潜在的に結婚したいという人は多い 

1 自分に魅力がないのではないか 

２ 出会いの場所がわからない 

３ 
どのように声をかけたらよいか
わからない 

1 自分に魅力がないのではないか 

２ 出会いの場所がわからない 

３ 恋愛感情が抱けるか不安だ 

【交際相手をもたない20代30代が異性と交際する際の不安】 

男性、女性ともに『自分に自信が持てない』『出会いの場』がないことが要因 

男性♀ 女性♂ 

男性 女性 

現在恋人がいない 61.4％ 49.5％ 

※第14回 出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査（平成22年6月推計） （国立社会保障・人口問題研究所）より 

しかし 

※平成25年厚生労働白書より 

実際に相手がいない人も多い 
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出会いの場はたくさんある 

デメリット 

・時間が短く、限られた空間のため、参加者同 
 士で十分なコミュニケーションがとれない。 

メリット 

・たくさんの人との出会いの場になっている。 

簡単な出会いを創出している一方で、 
本当に結婚したい人たちの需要を満たしているのか 

結婚相手に求める要素 
  １位 価値観  ２位 健康  ３位 趣味 相手を知る場が必要 
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※日本法規情報株式会社 有効回答数：1,335人（男性518人、女性817人） 調査期間：2014.4.1～25 



  １位 価値観 ２位 健康 ３位 趣味 
『相手の趣味や主義にあわせるということは、相手が求めている人に近
づくということ。ですから、早めに趣味や価値観を把握しておくことが
大切です。』 

■佐藤 綾子 氏 

出会いの場で 
これが出来れば 

自分の魅力を見出し自信を持つ 

結婚相手に求める要素 

日本大学藝術学部教授（パフォーマンス学、心理学） 

平成２２年４月３０日マイナビニュースインターネット記事より 

相手の価値観や趣味を知る 

結婚に繋がる 
可能性ＵＰ 

人口減少抑制につながる既婚率上昇 
のために、市が出来ることとは 
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 １位 キャンプ 
 ２位 合気道 
 ３位 イタリア料理 
 ４位 ストリートダンス 
 ５位 ワイン・お酒 

女性から見た出来る男の 
趣味ランキング 

Gooランキング 
平成２６年７月２３日掲載 
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人 場所 

三条市の強みを生かして、 
お互いをより理解してもらう婚活イベントを提供 

三条市はアウトドアに恵まれている環境が整っている！ 

道具 
国内外で人気のアウトドアメーカー 

全
国
ど
こ
も
そ
ん
色
な
い
？ 

キャンプ用品の名だたる企業が 
燕三条地域に集中 場 所 か所数 

北海道、東北 195 

関東 185 

甲信越、東海 220 

北陸、中部、近畿 267 

中国、四国 147 

沖縄、九州 103 

【キャンプ場一覧】 

主なメーカー 

スノーピーク（三条市） 

キャプテンスタッグ（三条市） 

ロゴス（大阪市） 

ユニフレーム（燕市） 

コールマン（アメリカ） 

実は人材も… 
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○単なるアウトドアのイベントではなく、
三条市の特色を活かした体験プログラムを
組み込むことにより、体験を通して相手を
より深く理解する場を提供する。 
 従 来：居酒屋等でのパーティー形式 
     限られた空間の中での語らい 
 提 案：三条市全域をフィールド 
     様々なイベント等を体験していく 
     使用する器具等はオール燕三条産 

【ゴール】 
○スノーピーク 
・収穫した野菜を用いてBBQ 
・ キャンプファイヤー 

Googlemap 

【中間地点】 
 ・野菜収穫・搾乳体験 
 ・鍛冶体験 
 ・ラフティング体験 
 

【出発点】 
○燕三条駅 

かしこまった空間から 

様々な体験ができる 
フィールドへ 

成果物を持ち寄り 
最後は大自然の中で 

三条市全域をフィールドに 

将来移住することも想定して、参加者同士
の出会いの場の提供だけではなく、市外か
らの参加者には、三条市の良さとも出会い
ながら、イベントに参加してもらう。 

ポイント 
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様々な体験ができる 
フィールドへ 

そこそこ都会・ 
そこそこ田舎な 
三条の魅力を発見！ 



①野菜収穫、搾乳体験 

ラフティング 

≪協力者≫ 

地域企業を活用 
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②鍛冶体験 

地域の自然や文化、伝統、歴史などを体験しながら学び、男女が交流する 

吉ヶ平散策ツアー 

燕三条駅に集合 

・アウトドア用品も 
 地域企業のものに限定 

アウトドアクッキングをしながら 
ＢＢＱ 夜はキャンプファイヤー 

内山農園 

三条鍛冶道場 

スノーピーク 

体験プログラム 

スノーピークでＢＢＱ 

自然体験コースの設定も可能 



共通 
項目 

個別 
項目 

周知 
方法 

アウトドアに興味がある独身の男女 
２５歳～３５歳を対象 

三条市内・市外・県外問わず 

・パーマーク（長岡） 
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三条市内在住の方 
・転出抑制（市内の人と人の婚活） 
・転入促進（市内と市外の人の婚活） 

三条市内の方がよく見る媒体を活用 三条市外の方がよく行く、見る媒体を活用 

男性♀ 女性♂ 

・広報さんじょう 

・市内企業へ周知 
（商工会議所等と協力） 

・ＷＥＳＴ（三条・新潟・上越） 

・スノーピーク（全国） 

・フリーペーパー、三条市ホームページなどに掲載 



「BBQで男子がしていると一番グッとくる係は」 
  １位 火をおこす係・・・・・69.7％ 
  ２位 肉や野菜を焼く係・・・・20.2％ 
  ３位 野菜を切る係・・・・8.6％ 

女性へのアンケート 

※『マイナビウーマン』2014年5月にWebアンケート。（22歳～34歳の社会人女性） 

火をおこしている 
男性を見ると 
あこがれる。 

いざというときに 
頼りになりそう 

第１回ワイルドな男になろう！～基本的なアウトドアレッスン～ 

三条市が誇るスペシャリストを有効活用しアウトドア婚活イベント本番で 
女性に男子力をアピールできる男性を養成する 

講 師 

第２回ワイルドからマイルドへ！～基本をマスター次のステップへ～ 

環境を整備しても、出来る人がいなければ意味がない 

☆アウトドアの基礎を学ぶ☆ 

道具の基礎知識、火おこし講座等の開催 

☆ちょっとお洒落なアウトドア☆ 

第１回の内容+お洒落レシピ講座の開催 

・パエリア・サンドイッチ・燻製など、女子に“ステキ” 
 って思われるような料理も作れるように 

日本バーベキュー協会 
バーベキュー検定合格者 

鳥羽さん 
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ハッピーネイチャー代表 
今井さん 
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毎年バーベキューを色んな人としているＮむら君に話を伺いました。 

バーベキュー時は、道具の準備、火起こしを担当しており（凧合戦含）  

「火起こしといえばＮむら」というほどの評価を頂いているそうです。 

火起こしだけでは決してモテない 
そんなＮむら君を連れて、燻製体験に行ってきました。 

でも・・・大体モテるのはその場で調理するギャップ持ち男子達 

燻製中 燻製待ち時間 出来上がり写真 

桜チップで燻製 
 ・ちくわ 
 ・チーズ 
 ・ベーコン 
 ・ナッツ系 

煙を見ながら語らい 
その他遊びも体験  

皆で喋りながら調理 
 ・燻製をつまみながら 
 ・焼き芋を焼きながら 

マイルドになったＮむら君の今後に期待しています。 



アウトドア好きになる 
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下田の自然が好きになる 

農業に興味を持つ 

下田の自然に惹かれたら 
『八十里越』『楽音祭』へ 

転んでもタダでは起きさせない！！ 
成功者のデートスポットや失敗しても次に繋がる魅力がたくさん！ 

産業（鍛冶）に興味を持つ 

燕三条 工場の祭典、燕三条「畑の

朝カフェ」、下田郷うきうきフェ
スタ、 

燕三条グリーンツーリズム、三条
マルシェ、燕三条まちあるき、 

三条市婚活イベント⇒三条市各種イベントへ 

農業に興味を持ったら 
「畑の朝カフェ」へ 

スノーピーク商品等を 
購入しバーベキューを 

工場萌女子など 
 工場の祭典へ 



  

  

【詳細】 
 全２回（５月、６月） 
（ワイルドコース、マイルドコース） 
【会場】グリーンスポーツセンター 
【参加料】７，０００円 
【目的】 
 婚活で活かせる技術を学ぶ 

アウトドア婚活 

【詳細】 
 全１回（７月） 
【会場】スノーピーク 
【参加料】３，０００円+各コース料金 
【目的】 
 三条市の魅力を感じながら、 
 共同作業を行い、 
 男女交流の場とする 

【一人当たり単価（２回分）】 
７，０００円×２０人 
【内訳（２回分）】 
 指導料    ２，０００円 
 各種レンタル ２，５００円 
 その他    ２，５００円 
【総経費】 
 １４０千円 

※全額実費徴収 

【事業経費】基本コース 
 野菜収穫、搾乳、鍛冶体験コース  
 １５，０９０円×４０人＝６０４千円 
 【内訳】 
  借上料等        ８，０００円 
  そ  の  他        ３，０００円  
 （各コースの料金） 
  ①野菜収穫・搾乳体験  １，５００円 
  ②鍛冶体験       ２，５９０円 
【市負担】 
   ３２０千円（会場借上料等） 
   ５０千円（広報関係） 
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男子力アップ講座（男性限定） 

【その他】 
ラフティング   ＠５，０００円 
吉ヶ平散策コース ＠２，０００円 
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アウトドアって 
若者にしか使えないの？ 

＠三条防災ステーション 



人は火を覚えたことで文明を発展させ、闇を照らし、食生活も変化し、 
そして、火を中心に人が集まり、集団生活へと変化していきました。 

人の進化と火 

人の心理と火 

日本の民家には囲炉裏等があり、火は生活の中で欠かせないもので
した。また、キャンプファイヤーや焚き火でも、人が火の周りに集
まって話をする様子が見受けられ、火はコミュニケーションを促進
する重要な役割を果たしてきたことが証明されています。 

現在の生活と火 

火は生活の中に欠かすことの出来ないものになっている一方で現在は囲炉裏等のある家が減
り、家の中で火に接する機会は減っています。火に触れるのは、アウトドアのキャンプファイ
ヤーなど限られた空間のみになりました。 

火＋アウトドア商品 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.b-two.com/playland2/takibi/takibi-top.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K5f1U8viO8bc8AXPsYLIDg&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNEzslwRxII6sNQAXmc2G5UH6TX6fw


（参考）三条市高齢者の現状 

昔：３世代同居や多子の家庭が多く、囲炉裏 
  を中心に大家族で食事をしていた。 

今：核家族が増加し、ひとり暮し高齢者等が 
  孤独に食事をしている。 

【食事の風景】 

【孤食を防ぐためには…..】 

東南アジアでの食事の風景 

⇒ 屋台で朝ご飯 

・出店者がいない（メリットがない） 
・いきなり店が出来ても不信感 など 

三条市に屋台の文化が根付くのか？ 

屋台にかわるフィールドとは・・・ 

【一人暮らし高齢者世帯数】 

Ｈ18年 
2,738世帯 

Ｈ23年 
3,669世帯 

【高齢者のみ世帯数】 

Ｈ18年 
2,438世帯 

Ｈ23年 
2,971世帯 

第5期介護保険事業計画より 





朝ごはんを食べる習慣を植え付けることと、独居高齢者等の個食防止のため、まちなか朝ごはんを現在実施し 
ている。一方でその場で買ったものを皆で食べる空間を『市』を通して構築することで、ご飯を作りながらの 
交流等に繋げることが可能となる。 
また、市の出展者は年々減少しているが、高齢者の増加に伴い、市の重要度もあがると考えられ、モノを買う 
市からその場に集うという新たな市の形態を創造し、市の活力を取り戻す。 

現状の市の販売品目 

バーベーキュー朝ご飯の写真 

ＢＢＱ＠朝市 

買い物したものをその場で食す！その場で喋る！！ 

市もそれに合わせて出店物が変わっていく！ 

孤食解消 

新たな市の魅力創造 

新たな視点 

バーベキューの火を使って調理 

バーベキューの火を使って団欒 

ＢＢＱコンロ 

・野菜 ・果物 
・卵  ・鮮魚  
・味噌 ・漬物 
・豆腐 ・お菓子 
・花  etc… 



朝ごはんを食べる習慣を植え付けることと、独居高齢者等の個食防止のため、まちなか朝ごはんを現在実施し 
ている。一方でその場で買ったものを皆で食べる空間を『市』を通して構築することで、ご飯を作りながらの 
交流等に繋げることが可能となる。 
また、市の出展者は年々減少しているが、高齢者の増加に伴い、市の重要度もあがると考えられ、モノを買う 
市からその場に集うという新たな市の形態を創造し、市の活力を取り戻す。 

・外にでたのに限られた人とのみ会話 
 （ほぼ売買のみ） 
・家でご飯を作る 

目当ての商品を買って帰る習慣 

バーベーキュー朝ご飯の写真 

バーベキューコンロ＠朝市 朝市に卓上バーベキューコンロを設置すると 

焼きりんご 

サンドイッチ 

既存の店舗の新たな販路を切り開く 
（米を売っている店舗が白飯を販売） 
新たな店舗の出店も促す 

売り手と買い手のみから 

参加者の 
団欒の場に 

しかし・・・ 

現在の定期市の現状から次の課題が 

・高齢者にとってＢＢＱ自体が身近で
はない 

ＢＢＱのハードルが高い（高齢者） 



目当ての商品を買って帰る習慣 

焚火 × 料理教室 

ＢＢＱのハードルが高い（高齢者） 

  
  

  

新潟市「ビアBANDAI」 

他の目的を 
達しながら 
火に触れる 

火に触れるのが 
当たり前になる 

× 定期市 

炭火焼き 

× 

定期市 が恒常的に 

自分のした余暇活動と共に 

あるのが当たり前な環境へ 

食べる場の提供だけでな
く、高齢者の料理教室を
開催 

新たな余暇になる 
焚火⇒ＢＢＱへ 

段階を踏んで炭火焼等の定着させる 

買ったものをその場で 
焼いて、飲んで、年齢層 
関係なく楽しむ空間 



朝ごはんを食べる習慣を植え付けることと、独居高齢者等の個食防止のため、まちなか朝ごはんを現在実施し 
ている。一方でその場で買ったものを皆で食べる空間を『市』を通して構築することで、ご飯を作りながらの 
交流等に繋げることが可能となる。 
また、市の出展者は年々減少しているが、高齢者の増加に伴い、市の重要度もあがると考えられ、モノを買う 
市からその場に集うという新たな市の形態を創造し、市の活力を取り戻す。 

バーベーキュー朝ご飯の写真 

ＢＢＱをするのが 
当たり前になる 

当たり前に 
人が集まる 

ＢＢＱ＠朝市が定着すると・・・ 

【必要な予算】 

・炭管理事業協力謝礼金（火の用意、火の管理）  
                 時給７５０円×６時間×１２回×２人                 １０８千円        

【実施主体（仮）】 

○当面は市直営（最終的には高齢者団体で運営） 
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・料理教室等講師謝礼金 ５，０００円×１２回                ６０千円 

ＢＢＱ＠朝市の場が当たり前に交流の場となる 

・BBQセット ５セット×４５，４００円                   ２２７千円 

 ・炭   １０キロ １２回×５セット       単価 １，８５０円      １１１千円 

  〈総経費〉 ５０６千円 



人口減少対策 孤食対策 

方向性が違う二つの問題が 
アウトドアを活用することで解決！ 


