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1. 研究の背景と目的 

● 2003（平成 15）年に少子化社会対策基本法及び次世代育成支援対策推進法が成立し、我が国

における少子化対策は新たな局面に入った。過去 10 年ほどの間にエンゼルプラン、新エンゼル

プランなどによって進められてきた各種子育て支援施策の達成状況を踏まえ、今後さらなる取組

が進められようとしている。 

● 国においては、この転換点を捉え、少子化社会対策基本法に基づき、少子化の流れを変えるた

めに強力に推進すべき基本施策として、2004（平成 16）年 6 月に「少子化社会対策大綱」を定め

た。この大綱は、我が国の人口が転換期を迎えるこれからの 5 年程度において、国の最優先課

題として、子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じることができる社会

へ転換するために、実施すべき集中的な取組を明示するものである。そして、この大綱に基づく

取組の成果については、厳正に評価し、公表することとされている。 

● 全国的に把握されている子育て支援施策の状況は、現状においては多くが国庫負担・補助事

業に関するものに限られており、地方自治体において創意工夫して独自にどのような子育て支

援施策が実施され、またそれにどの程度の経費がかけられているかということについて、十分な

データは存在しない。 

● 三位一体改革等により地方への権限・財源の移譲が進みつつある現状もふまえると、社会全体

として子育て支援施策の現状を把握しようとするならば、地方自治体が独自に実施している子育

て支援施策の実施状況を把握することが不可欠であるといえる。 

● 本研究においては、地方自治体にアンケート調査を実施し、地方自治体で独自に実施されてい

る子育て支援施策の実施状況を把握する。 

(1) 調査のねらい 

● 地方自治体で独自に実施されている子育て支援施策のメニュー及び内容を把握し、加えて

それに要する経費（事業費）を把握する。 

● 地方自治体が地域特性、地域のニーズに対応した子育て支援施策・事業を展開していく上

で全国的な取組状況や、個別自治体の具体的な取組の内容の情報が参考となることを期待

している。 

(2) 調査の実施方法 

調査対象 全国すべての地方自治体（都道府県及び市町村） 

○市町村合併が多かったが、2005（平成 17）年 2 月 1 日時点の市

町村を対象とした。 

○東京都三宅村、新潟中越地震（2004（平成 16)年 10 月 23 日発

生）の激震地区（新潟県の小千谷市、十日町市、古志郡山古志

村、北魚沼郡川口町）は対象外とした。 

調査委託機関 みずほ情報総研株式会社 

調査方法 郵送配付・郵送回収、督促状 1 回 

・内閣府の事務連絡として発送 

・各自治体の総務担当部局宛てに発送し、自治体内で回覧記入

してもらう 

・回収はみずほ情報総研宛て 

調査実施時期 2005（平成 17）年 2 月中旬～3 月上旬 
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(3) 調査内容 

● 国庫補助事業の上乗せ事業及び地方単独事業の実施状況 

○ 実施している事業メニュー 

○ 事業内容 

○ 事業にかかる経費（事業費総額、うち地方自治体単独負担分。平成 16 年度当初予算ベ

ース） 

● 調査項目の設計にあたっては、次の 2 つのパターンに分けて回答を求める。 

①あらかじめ事業メニューを設定して、その実施の有無及び実施状況を尋ねるもの 

例：保育所保育士の加配、保育料軽減、認可外保育施設への助成、幼稚園授業料の

軽減、学童の上乗せ補助、乳幼児医療費助成、乳幼児健診の対象年齢の拡大等 

②施策領域ごとに、当該自治体で独自に実施しているユニークな実施事業があれば、自由

に事業メニュー及び実施状況を記載してもらうもの 

(4) 調査対象とする事業の種類 

● 地方自治体で子育て支援に関連して独自に行われている事業（国庫補助事業等への上乗

せ事業または単独で実施している事業）について、次のように施策領域別に事業の種類を整

理して調査対象とした。 

調査対象とする施策領域及び事業の種類 

分野 国庫補助事業等への上乗せ事業 地方単独実施事業 

地域子育て支援 ・地域子育て支援センター（例：相

談員の加配） 

・子育てひろば 

・認可外保育施設への助成 保育 ・保育所保育士の加配 

・保育料の軽減措置 ・幼保一体化施設の設置 

 

保育サー

ビス・幼児

教育 幼児教育 ・幼稚園教員の加配 

・幼稚園の授業料補助（私立幼稚

園就園奨励費等） 

 

放課後児童健全育成

事業等 

・放課後児童健全育成事業への上

乗せ補助 

・全児童対策 

ひとり親家庭支援策  ・独自の支援策 

各種手当ての支給  ・独自の手当 

・祝い金 

母子保健 ・乳幼児健診（例：実施時期の頻回

化） 

 

医療 ・不妊治療（例：額、対象層の拡大） ・乳幼児医療費助成 

※学校教育については調査対象外とする。 
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2. 調査の方法・設計 

(1) 調査対象 

● 全国の自治体（都道府県 47、市区町村 2,815） 

(2) 調査方法 

● 郵送配布・郵送回収 

(3) 調査時期 

● 2005（平成 17）年 2～3 月（基準日 2 月 1 日） 

(4) 回収状況 

 配布数 回収数（率） 有効回収数（率） 

都道府県 47 47 (100.0%) 47 (100.0%) 

全市町村 2,815 1,743 (61.9%) 1,690 (60.0%) 

 政令指定都市 13 13 (100.0%) 13 (100.0%) 

 東京 23 区 23 21 (91.3%) 21 (91.3%) 

 中核市 35 32 (91.4%) 32 (91.4%) 

 その他市 668 499 (74.7%) 499 (74.7%) 

 町村 2,076 1,127 (54.3%) 1,121 (54.0%) 

（注）調査期間中等の市町村合併により複数自治体が 1 枚の調査票で回答してきた。 

また、市町村名が不明の４件については全市町村には含めているが、都市区分別には

含めていないため、合計しても全市町村数にはならない。以下、同様。 

(5) 回収自治体の属性 

● 人口階級別に回答市町村数の占める割合をみると、「1 万人未満」が 34.9％を占め、以下「2

万～5 万人未満」が 19.7％、「1 万～2 万人未満」が 18.5％となっている。 

● 近年市町村合併が進んでいるために単純に比較することはできないが、参考までに平成 12

年の国勢調査の結果と比較すると、人口規模の大きい市町村からの回答が多くなっているこ

とが分かる。 

人口階級別の市町村数 

（上段：件数、下段：％） 

回答数 
1 万人未

満 

1万～2万

人未満 

2万～5万

人未満

5 万～10

万人未満

10 万～20

万人未満

20 万～50

万人未満 

50 万人 

以上 
無回答

1,690 590 312 333 178 109 81 30 57
今回調査 

100.0 34.9 18.5 19.7 10.5 6.4 4.8 1.8 3.4

合計 
1 万人未

満 

1万～2万

人未満 

2万～5万

人未満

5 万～10

万人未満

10 万～20

万人未満

20 万～50

万人未満 

50 万人 

以上 
無回答

3,251 1,557 700 521 225 126 93 29 

(参考) 

平成12年

国勢調査 
100.0 47.9 21.5 16.0 6.9 3.9 2.9 0.9 

 

 

(6) 調査の分野・項目 

①自治体の属性 ②地域子育て支援 ③保育サービス・幼児教育 

④放課後児童健全育成事業等 ⑤ひとり親家庭支援策 ⑥各種手当ての支給 

⑦母子保健 ⑧医療 
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(7) 分析の留意点 

①比率は全て百分比で表し、小数点以下第 2 位を四捨五入している。このため百分比の合計

が 100％にならないことがある。 

②基数となるべき実数は、回答数と表示しており、回答比率はこれを 100％として算出した。 

③各項目の平均値は補助もしくは事業を実施している自治体について算出している。 

④単位あたりの事業費等については分母となる単位数に記入があるもののみ有効回答として

算出した。 

 


