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Ⅰ.調査研究の概要 
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◆地域少子化対策強化（重点推進）交付金とは 
◆本調査研究の概要 
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１．調査研究の目的 

地域少子化対策強化（重点推進）交付金（以下単に「交付金」ということもある。）のこれまでの活用状況及び地方

自治体における結婚支援等の取組状況（交付金事業未実施の地方自治体の取組を含む）を調査し、交付金事業全

体の定量的な効果検証を行い、今後の交付金事業の効果的な運用につなげる。 

また、平成 27 年度に地域少子化対策強化交付金によって実施された事業のうち、「結婚に対する取組」及び「結

婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組」の効果検証を行うとともに、同

交付金によってこれまでに実施された取組事例を横展開していくための基礎資料を作成する。 

 

２．企画・分析委員会の設置・運営 

地方自治体の「結婚に対する取組」、「結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・

機運の醸成」に関する知識・経験の豊富な委員により、「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と取

組事例調査 企画・分析委員会」を設置し、合計3回の委員会において調査方針、調査項目、分析方法、調

査結果の分析・検討を行った。 

 企画・分析委員会は、次の3名の企画・分析委員により構成した。委員長は渥美由喜委員に依頼した。 

委員長 渥美 由喜 （ダイバーシティコンサルタント） 

委  員 天野 馨南子 （株式会社ニッセイ基礎研究所 研究員） 

委  員 板本 洋子 （NPO法人「全国地域結婚支援センター」（P-Coネット）代表） 

（敬称略、五十音順） 

 企画・分析委員会の開催日時および議題は、下記のとおり。 

・第1回 平成28年9月20日（火） 14：30～16：30 

     議題：効果検証方法の検討・決定、調査票の検討 等 

・第2回 平成29年1月17日（火） 16：00～18：00  

議題：自治体調査結果報告、現地ヒアリング中間結果報告、報告書のとりまとめ方針協議 等 
・第3回 平成29年2月17日（金） 13：30～15：30  

議題：報告書の内容についての協議、本調査研究総括 等 

 

３．調査研究の概要 

地方自治体に対し、「結婚に対する取組」、「結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づ

くり・機運の醸成」に関する事業及び「地域少子化対策強化交付金」の取組結果等調査と、一定の効果がみられた

取組事例のヒアリングを行う。 

 

３－１．地域少子化対策強化（重点推進）交付金事業全体の定量的な効果検証（全国自治体の「結婚に対する

取組」、「結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成」領域の取組状況） 

（1）調査地域  全国 

（2）調査対象  47都道府県、全1,741市区町村 

（3）調査方法  電子メールによるアンケート調査 

（4）調査項目 

１．自治体の取組実施体制 

  少子化対策実施における目標・指標 

  少子化対策事業取組領域 

  「結婚に対する取組等」、「結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機
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運の醸成」に関する条例・計画整備の状況 

  「結婚に対する取組等」のための部署間連携の状況 

  「結婚に対する取組等」のための自治体間連携の状況 

  「結婚に対する取組等」のための企業・団体等との協働・協力体制の状況 

  「結婚に対する取組等」のための地元の学術機関（大学等）との協働・協力体制の状況 

  住民の結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに関する要望の把握状況 

  Ｉターン、Ｊターン、Ｕターンの推進に関する取組状況 

  地域の社会減（流出超過）を減らしていくことの取組状況 

  都道府県における「結婚に対する取組等」の広域展開の状況 

２．結婚に対する取組の実施状況 

  平成 27 年度に実施した結婚支援事業とその財源 

  結婚支援センターの事業概要 

  マッチング（システムによるもの）の事業概要 

  マッチング（システム以外によるもの）の事業概要 

  ボランティアの育成状況 

  婚活イベントの事業概要 

  結婚支援事業の予算総額 

  結婚支援事業を進める上で必要な人材の充足状況 

  平成 27 年度に結婚支援事業を実施しなかった理由 

  平成 28 年度以降における結婚支援事業の取組状況 

  平成 28 年度以降「新婚世帯に対する祝い金、助成等」を行わない理由 

  結婚支援事業を今後取り組むにあたり必要不可欠な条件 

３．結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組の実施状況 

  平成 27 年度に実施した子育てに温かい社会づくり・機運の醸成事業とその財源 

  学生対象のライフデザイン教育の事業概要 

  乳幼児とのふれあい体験学習の事業概要 

  子育てに温かい社会づくり・機運の醸成事業を進める上で必要な人材の充足状況 

  平成 27 年度に「男性の配偶者の出産直後の休暇取得の促進や男子の家事・育児への参画促進に関す

る取組」を実施しなかった理由 

  平成 27 年度に「乳幼児とのふれあい体験学習」を実施しなかった理由 

  平成 27 年度に「結婚応援フォーラム」を実施しなかった理由 

  平成 27 年度に「子育て支援パスポート事業」を実施しなかった理由 

  平成 28 年度以降における子育てに温かい社会づくり・機運の醸成事業の取組状況 

４．平成 26 年度地域少子化対策強化交付金事業（平成 27 年度執行）の実施状況 

1) 平成 26 年度地域少子化対策強化交付金事業の実施状況 

2) 平成 26 年度地域少子化対策強化交付金事業を実施しなかった理由 

3) 地域少子化対策強化交付金に対する要望・意見 

4) 他自治体にすすめたい地域少子化対策強化交付金事業 

５．「少子化社会対策大綱」に掲げた総合的少子化対策実施の現況 

６．「結婚に対する取組」、「結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の
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醸成」に関する事業展開における課題と今後の方向性 

 

（5）調査期間 

平成28年10月26日（水）～11月30日（水） 

（6）回収結果（有効回収数・率） 

・都道府県： 47件（回収率100.0％） 

・市区町村： 1,286件（回収率 73.9％） 

 

３－２．平成 26 年度地域少子化対策強化交付金事業（平成 26 年度補正予算・平成 27 年度執行）の取組に関する

調査 
（1）調査地域  全国 

（2）調査対象  平成 26 年度地域少子化対策強化交付金で平成 27 年度に「結婚に対する取組」または「結

婚、妊娠・出産、乳幼児を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組」を

実施した地方自治体43都道府県、88市区町村 

※該当分野で複数事業を実施している自治体は、効果・反響が大きかった事業について, 
最大２件までの回答を求めた。 

（3）調査方法  電子メールによるアンケート調査 

（4）調査項目 

１．地域少子化対策強化事業と既存事業との関係 

２．地域少子化対策強化事業の立上げ経緯と認知経緯 

３．事業実施に際して連携をとった自治体・組織・人 

４．地域少子化対策強化交付金事業の実施成果 

５．地域少子化対策強化交付金が活用できなかった場合の実施可能性 

６．地域少子化対策強化交付金事業評価 

１）目標達成度 

２）実施によって得られた効果・成果 

３）事業に対する反省点・課題 

７．地域少子化対策強化交付金事業成果物の公開状況  

８．地域少子化対策強化交付金事業の今後の展望 

（5）調査期間 

平成28年10月26日（水）～11月30日（水） 

（6）回収結果（有効回収数・率） 

・都道府県： 41自治体（回収率95.3％） 75事業 

・市区町村： 76自治体（回収率86.4％） 106事業 

 
３－３．一定の効果がみられた取組事例の現地ヒアリング 

（1）一定の効果がみられた取組事例の選考方法 

 企画・分析委員会で、地域少子化対策強化交付金事業実施報告書の回答等を参考にし、「結婚に対する取組」、

および「結婚、妊娠・出産、乳幼児を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組」のうち、一定

の効果がみられたと思われる12自治体（広域連合含む）の取組事例・自治体を選考した。 
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（2）一定の効果がみられた取組事例 

【結婚に対する取組】 

マッチングシステムの構築・高度化 

長野県 ながの結婚支援ネットワーク等強化事業 

（「ながの結婚マッチングシステム」利用団体へのサポート、普及促進） 

平成26年度補正 

 

企業・団体等における結婚支援の取組 

群馬県 地域の結婚応援事業費補助金事業 

 

平成26年度補正 

平成27年度補正 

ぐんま結婚応援パスポート事業 平成27年度補正 
 

結婚に対する取組全般 

茨城県 結婚に対する取組全般 

（いばらき出会いサポートセンター及びマリッジサポーターによる結婚支

援） 

平成25年度補正 

平成26年度補正 

平成27年度補正 

高知県 結婚に対する総合的支援 

（「高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナー」の開設「高知で恋しよ‼

応援サイト」の構築、結婚総合応援サイトの構築、総合的な結婚支援、婚

活セミナー、マッチングシステムの改修ほか） 

平成25年度補正 

平成26年度補正 

平成27年度補正 

愛媛県 結婚に対する取組全般 

（愛顔（えがお）の婚活サポート事業ほか） 

平成25年度補正 

平成26年度補正 

平成27年度補正 
 

その他、結婚の希望の実現を支援する取組 

福岡県 結婚応援宣言大会開催事業 平成27年度補正 

有明広域

行政事務

組合 

（熊本県） 

しあわせ応援プロジェクト 平成27年度補正 

 

【結婚、妊娠・出産、乳幼児を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組】 

乳幼児ふれあい体験学習 

石川県 若者と親子のふれあい交流事業 平成25年度補正 

平成26年度補正 

平成27年度補正 

内子町 

（愛媛県） 

内子町いのちの授業 平成26年度補正 

平成27年度補正 

砥部町 

（愛媛県） 

赤ちゃんふれあい体験事業 平成26年度補正 

平成27年度補正 
 

その他、社会のあらゆる構成員の意識や行動の改革をもたらそうとする取組 

香川県 ママキレイDE子育て支援事業 子育て美容-eki 平成26年度補正 

熊本市 

（熊本県） 

「子育て支援優良企業」事業 

（常用雇用者10名以上の企業・事業所に対して、育児休業等の規定や取得

実績等の実態調査を行うとともに、調査結果をもとに、所定の基準を満た

す企業を「子育て支援優良企業」として認定） 

平成26年度補正 

平成27年度補正 

 （領域ごとに地方自治体コード順） 
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（3）ヒアリング対象    自治体の事業担当者、関係機関ご担当者等 

（4）ヒアリング実施者   企画・分析委員、内閣府、事務局 

（5）ヒアリング実施期間  平成28年10月11日（火）～12月20日（火） 

 
４．結果を読む際の注意点 

  図表中のｎとは、比率算出の基数を表すもので、原則として回答自治体総数、又は分類別の回答数のこと

である。但し、「平成26年度地域少子化対策強化交付金事業の取組に関する調査」では、事業総数のこと

である。 

  百分比は、小数点第2位で四捨五入して、小数点第1位までを表示した。四捨五入したため、合計値が100％

を前後することがある。 

  図表中「－」は、回答者が皆無であることを示す。 

 

５．調査実施機関 
株式会社 日本リサーチセンター 

  




