
恋カナ・プロジェクト連携タイプ事業に係る恋カナ・サイトでの情報発信に関する規定 

 

１ 目的 

 民間団体や市町村が取り組む、県内で行う独身者の出会いの機会づくり及びイベント

等の開催（以下「イベント等」という。）について、恋カナ・サイトに掲載し、広く情

報発信することにより、結婚を希望する者に対し、その希望の実現に向けて支援し結婚

に向けた機運を醸成する。 

 

２ 掲載手続き 

 (1) イベント等の掲載を希望するものは、「恋カナ・サイト掲載イベント等実施計画書」

(様式１)に次に掲げる書類を添付して、掲載開始希望日の１カ月前を目途に、知事に

提出する。ただし、市町村は書類の添付は要しない。また、ア、エ、オ、カについて、

内容に変更がない場合は、当該年度の初回のみ提出する。 

  ア 「恋カナ・サイト掲載イベントに関する誓約書」(様式２) 

  イ 当該イベント等の広報用チラシなど内容がわかる資料 

  ウ 当該イベント等の収支予算書（参加料を徴収する場合のみ） 

  エ 団体等の定款又は規約等 

  オ 団体の構成員名簿 

カ その他、団体の概要が分かる資料  

 (2) 知事は、(1)により提出されたイベント等の情報が適当であると認められる場合は、

恋カナ・サイト「出会いのイベント・in・かながわ」コーナーに掲載する。 

  (3) 知事は、(2)により恋カナ・サイトに掲載したイベント等が、本規定等に適合しない

ものと認めるときは、いつにてもその判断をもって情報の掲載を中断、または終了す

ることができる。 

  (4) イベント等終了後は、すみやかに「恋カナ・サイト掲載イベント等実施結果報告書」

(様式３)に次に掲げる書類を添付して、知事に報告を行うものとする。ただし、市町

村はイの添付は要しない。 

  ア 当日使用した資料 

  イ 当該イベント等の収支報告書（参加料を徴収した場合のみ） 

 

３ 個人情報の保護について 

(1) イベント等の実施にあたり知り得た個人情報について、個人情報の保護に関

する法律及び神奈川県県個人情報保護条例を遵守し、適正に取り扱うこと 

(2) イベント等の申込者、参加者の個人情報は主催者が適正に管理することとし、

他の目的に利用しないこと 

(3) 参加者の個人情報については、イベント等の前後を問わず、問い合わせには

答えないこととし、個人情報の交換は個人の自己責任において行わせること 

(4) 収集した個人情報は、当該イベント等の運営以外の目的で使用しないこと 

(5) 収集した個人情報は、漏えい、滅失、改ざん等を防止するとともに、安全確

保の措置を講ずること 

(6) イベント等終了後、個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去すること 



４ 適切かつ健全なイベント等の実施について 

(1) イベント等の実施に必要な経費については、主催者が負担すること 

(2) イベント等の実施に際し、参加者から参加料を徴収する場合は、恋カナ・プ

ロジェクトの趣旨を踏まえ、適正な水準の参加料を設定すること 

(3) イベント等の内容は、参加者が安心して参加できるものとし、公序良俗に反

する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと 

(4) 特定の商品の販売、販売の斡旋又は当事業以外の業務への勧誘など、恋カナ

・プロジェクトの趣旨を逸脱する活動を行わないこと 

(5)イベント等を安全に実施できるための施設、設備等の環境の確保と会場設営上

の必要な配慮や、イベント等の企画実施に当たって必要な周辺環境等への配慮

など、事故防止に万全を期すこと 

(6) イベントを開催するにあたっては、関係する法令を遵守すること 

(7) イベント等に関する参加者からの苦情等については、責任と誠意を持って対

応すること 

(8) イベント等の参加者とのトラブルや、参加者間のトラブルについては、主催

者が適切に対応すること 

(9) イベント等の開催後の参加者間のトラブル（ストーカー行為、営業・勧誘行

為）については、当事者間で解決することについて徹底すること 

 

５ 県の責任 

恋カナ・サイトに掲載されたイベント等に関して発生するいかなるトラブル等に関し

ても、県は一切責任を負うことはなく、すべてイベント等の主催者及び当事者間等で解

決するものとする。 

 

６ その他 

この規定に定めのない事項について疑義が生じた場合には、知事が関係者と協議の

上、取り決めることとする。 

 

附則 

 この規定は、平成28年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この規定は、平成28年４月20日から施行する。 

 

 

  



【様式１】 

恋カナ・サイト掲載イベント等実施計画書 

平成 年 月 日 

神奈川県知事 様 

団体等所在地 

団体名 

代表者職氏名 

  

次のイベント等について、恋カナ・サイトへの情報の掲載を希望します。 

主催者  

担当者 

※サイトには掲載しません。 

職氏名： 

TEL： 

E-mail： 

タイトル  

イベント概要 

※サイト掲載時に、記事のリード 

  文となります。 

 

 

 

実施日時   年  月  日（  曜日）  時 分から 時 分まで 

 

開催場所 

 

場所の名称： 

住所：  

アクセス：  

その他注意事項：  

イベントの詳細・ 

スケジュール 

 

 

 

募集人数 
    男性        名 

    女性        名 

参加料金 
    男性        円 

    女性        円 

応募条件（年齢等） 

最少催行人数： 

年齢等： 

その他注意事項： 

  

申込み方法 

 

 

 

ホームページ  

その他 
 

 

※情報と一緒に掲載できる画像（前回実施の様子やイメージ画像など）を添付してください。 



（記入例）【様式１】 

恋カナ・サイト掲載イベント等実施計画書 

平成 年 月 日 

神奈川県知事 様 

団体等所在地 

団体名 

代表者職氏名 

  

次のイベント等について、恋カナ・サイトへの情報の掲載を希望します。 

主催者 ○○ 

担当者 

※サイトには掲載しません。 

職氏名：○○ 

TEL：○○○－○○○－○○○○ 

E-mail：○○＠○○.com 

タイトル ○○交流会 

イベント概要 

※サイト掲載時に、記事のリード 

  文となります。 

○○体験をしながら交流を深めていただくイベントです。ランチでは

地元の名産を使ったメニューを楽しんでいただき、参加者同士が自由

に話せるフリートークの後、マッチングを行います。 

実施日時 2016年○月○日（○曜日） ○時○分から○時○分まで 

 

開催場所 

 

場所の名称：○○会館 

住所：○○市○○町○番地 

アクセス：ＪＲ○○駅から徒歩○分 

その他注意事項：お車でお越しの場合は無料駐車場があります。 

イベントの詳細・ 

スケジュール 

○時○分 集合・受付 

○時○分 ○○体験プログラム 

○時○分 昼食を食べながら交流会 

○時○分 フリートーク、マッチング発表 

募集人数 
    男性      ○名 

    女性      ○名 

参加料金 
    男性      ○円 

    女性      ○円 

応募条件（年齢等） 

最少催行人数：○人 

年齢等：20代・30代の独身の男女。 

その他注意事項：先着申込み順。男女同数にならない場合もある

のでご了承ください。 

申込み方法 

下記ホームページ内の申込みフォームにご記入いただき、送信願

います。入金方法をご連絡しますので、参加費をお振り込みいた

だいた時点でお申し込み完了となります。 

ホームページ http://○○.com/○○.html 

その他 荒天時には、プログラムの一部が変更となります。 

※情報と一緒に掲載できる画像（前回実施の様子やイメージ画像など）を添付してください。 



【様式２】  

恋カナ・サイト掲載イベント等に関する誓約書 

平成  年  月  日 

神奈川県知事 様 

団体等所在地  

団体名  

代表者職氏名      ㊞ 

 

 恋カナ！サイト掲載イベント等の実施にあたり、下記の事項を遵守することを誓約しま

す。 

 

１ 団体について、次のいずれにも該当しないこと 

(1) 営利企業 

(2) 宗教法人 

(3) 政治団体 

(4) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体 

 

２ 個人情報の保護について、次の事項を遵守すること 

(1) イベント等の実施にあたり知り得た個人情報について、個人情報の保護に関

する法律及び神奈川県県個人情報保護条例を遵守し、適正に取り扱うこと 

(2) イベント等の申込者、参加者の個人情報は主催者が適正に管理することとし、

他の目的に利用しないこと 

(3) 参加者の個人情報については、イベント等の前後を問わず、問い合わせには

答えないこととし、個人情報の交換は個人の自己責任において行わせること 

(4) 収集した個人情報は、当該イベント等の運営以外の目的で使用しないこと 

(5) 収集した個人情報は、漏えい、滅失、改ざん等を防止するとともに、安全確

保の措置を講ずること 

(6) イベント等終了後、個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去すること 

 

３ 適切かつ健全なイベント等の実施について、次の事項を遵守すること 

(1) イベント等の実施に必要な経費については、主催者が負担すること 

(2) イベント等の実施に際し、参加者から参加料を徴収する場合は、恋カナ・プ

ロジェクトの趣旨を踏まえ、適正な水準の参加料を設定すること 

(3) イベント等の内容は、参加者が安心して参加できるものとし、公序良俗に反

する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと 

(4) 特定の商品の販売、販売の斡旋又は当事業以外の業務への勧誘など、恋カナ

・プロジェクトの趣旨を逸脱する活動を行わないこと 

(5)イベント等を安全に実施できるための施設、設備等の環境の確保と会場設営上

の必要な配慮や、イベント等の企画実施に当たって必要な周辺環境等への配慮

など、事故防止に万全を期すこと 

(6) イベントを開催するにあたっては、関係する法令を遵守すること 



(7) イベント等に関する参加者からの苦情等については、責任と誠意を持って対

応すること 

(8) イベント等の参加者とのトラブルや、参加者間のトラブルについては、主催

者が適切に対応すること 

(9) イベント等の開催後の参加者間のトラブル（ストーカー行為、営業・勧誘行

為）については、当事者間で解決することについて徹底すること 

 

４ イベント等の内容に変更があった場合には、速やかに届けること 

 

５ イベント等終了後は、すみやかに「恋カナ・サイト掲載イベント等実施結果報告書」(様

式３)に次に掲げる書類を添付して、知事に報告を行うこと 

(1) 当日使用した資料 

 (2) 当該イベント等の収支報告書（参加料を徴収した場合のみ） 

 

６ 恋カナ・サイトに掲載されたイベント等に関して発生するいかなるトラブル等に関し

ても、県は一切責任を負うことはなく、すべてイベント等の主催者及び当事者間等で解

決するものとすること 

  



【様式３】 

恋カナ・サイト掲載イベント等実施結果報告書 

平成 年 月 日 

神奈川県知事 様 

団体等所在地 

団体名 

代表者職氏名 

 

 恋カナ・サイト掲載イベント等について、次のとおり実施しましたので、報告します。 

主催者  

担当者 

氏名： 

TEL： 

E-mail： 

タイトル  

実施日      年   月   日 

開催場所 
場所の名称： 

住所： 

イベント内容 

 

 

 

応募人数 
    男性                       名 

    女性                       名 

参加人数 
    男性                       名 

    女性                       名 

参加料金 
    男性                       円 

    女性                       円 

成立カップル数                   組 

イベント開催により、 

気付いたことがあれば、

ご記入ください。 

 

 

 

 

 

イベント開催報告の 

サイトへの掲載可否 
（ ）可     （ ）否 

サイトへ掲載する報告

の原稿案 
※サイトへの掲載「可」の場合に 

  ご記入ください。 

※掲載可能な画像もお送りくだ 

  さい。 

 

 

 

 

 

 


