
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地方公共団体における少子化対策等の現況調査」結果・分析の概要 
（抜粋） 

 
 
 

調 査 対 象 全地方公共団体 1,788団体 

有効回収数 1,535団体（回収率85.8％） 

 

調 査 時 期   平成26年９月16日～10月７日 

 

調 査 方 法  インターネット調査（総務省「調査・照会（一斉調査）システム」） 

 

調 査 目 的  都道府県・市区町村が実施する少子化・若者支援対策や地域間連携の現況を把

握し、今後の施策の参考とする。 

 

調 査 項 目    １ 少子化対策・若者支援対策について 

２ 地方公共団体間等の連携、地域空間の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１ 



１ 少子化対策・若者支援対策について 

（１）現在取り組んでいる少子化対策・若者支援対策 

Ｑ１ 貴団体では少子化対策（(１)～(10)、(15)）・若者支援対策（(11)～(15)）としてどのよう

な施策に取り組んでいますか。枠内の(１)～(15)からいくつでもお答えください。（複数回答） 

[上位３項目] 

（８）保育サービスの充実（保育士の処遇改善・人材確保対策等）   1,005 団体 

（７）子育て支援のメニュー拡張（小規模保育への支援等）   842 団体 

（３）不妊に関する総合的な支援     805 団体 

（不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成拡充、男女ともに受診しやす 

い相談・支援体制の整備、男性の不妊治療への支援、不育症への支援等） 

（１） 出会いの機会の提供や相談・支援体制の整備（多様なイベントの実施、結婚支援センターの運営等） 

（２） 結婚する若者や子育て世帯向け住宅の供給促進 

（３） 不妊に関する総合的な支援（不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成拡充、男女ともに受診しやす

い相談・支援体制の整備、男性の不妊治療への支援、不育症への支援等） 

（４） 安全・安心な周産期医療体制の充実（医師確保対策の強化等） 

（５） 妊娠・出産に関する医学的な情報提供の推進（ライフプラン形成の促進） 

（６） 待機児童の解消（認定こども園、幼稚園、保育所への施設型給付の拡充） 

（７） 子育て支援のメニュー拡張（小規模保育への支援等） 

（８） 保育サービスの充実（保育士の処遇改善・人材確保対策等） 

（９） 社会的養護の必要な子どもの支援体制の拡充 

(10) 産後ケア体制の整備 

(11) 若者の雇用につながる地域経済の活性化 

（農林水産業の６次産業化の推進、中小企業等を中心とした地域の戦略産業の育成等） 

(12) 企業の地方移転促進 

(13) 若者の就職支援（キャリア教育の充実、自立支援策の推進） 

(14) 地方と都市との交流・移住促進 

(15) その他 
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（２）重点的に取り組んでいる少子化対策  

 

 Ｑ２ Ｑ１で回答した少子化対策（(１)～(10)、(15)）のうち、特に重点的に取り組んでいるの

はどの施策ですか。１つだけお答えください。 

                             

 

[上位３項目] 

 （６）待機児童の解消                                               379 団体（24.6％） 

       （認定こども園、幼稚園、保育所への施設型給付の拡充） 

 （７）子育て支援のメニュー拡張（小規模保育への支援等）        304 団体（19.8％） 

 （８）保育サービスの充実（保育士の処遇改善・人材確保対策等）     214 団体（13.9％） 

 

（１） 出会いの機会の提供や相談・支援体制の整備（多様なイベントの実施、結婚支援センターの運営等） 

（２） 結婚する若者や子育て世帯向け住宅の供給促進 

（３） 不妊に関する総合的な支援（不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成拡充、男女ともに受診しやす

い相談・支援体制の整備、男性の不妊治療への支援、不育症への支援等） 

（４） 安全・安心な周産期医療体制の充実（医師確保対策の強化等） 

（５） 妊娠・出産に関する医学的な情報提供の推進（ライフプラン形成の促進） 

（６） 待機児童の解消（認定こども園、幼稚園、保育所への施設型給付の拡充） 

（７） 子育て支援のメニュー拡張（小規模保育への支援等） 

（８） 保育サービスの充実（保育士の処遇改善・人材確保対策等） 

（９） 社会的養護の必要な子どもの支援体制の拡充 

(10) 産後ケア体制の整備 

(15) その他 
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（３）今後、強化が必要だと考える少子化対策 

 

Ｑ３ 少子化対策について、今後、強化していくことが必要だと考えているのはどの施策ですか。

Ｑ１枠内の(１)～(10)、(15)からいくつでもお答えください。（複数回答） 

             

[上位３項目] 

（７） 子育て支援のメニュー拡張（小規模保育への支援等）           882 団体 

（８） 保育サービスの充実（保育士の処遇改善・人材確保対策等）        834 団体 

（１） 出会いの機会の提供や相談・支援体制の整備               591 団体 

（多様なイベントの実施、結婚支援センターの運営等） 

（１） 出会いの機会の提供や相談・支援体制の整備（多様なイベントの実施、結婚支援センターの運営等） 

（２） 結婚する若者や子育て世帯向け住宅の供給促進 

（３） 不妊に関する総合的な支援（不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成拡充、男女ともに受診しやす

い相談・支援体制の整備、男性の不妊治療への支援、不育症への支援等） 

（４） 安全・安心な周産期医療体制の充実（医師確保対策の強化等） 

（５） 妊娠・出産に関する医学的な情報提供の推進（ライフプラン形成の促進） 

（６） 待機児童の解消（認定こども園、幼稚園、保育所への施設型給付の拡充） 

（７） 子育て支援のメニュー拡張（小規模保育への支援等） 

（８） 保育サービスの充実（保育士の処遇改善・人材確保対策等） 

（９） 社会的養護の必要な子どもの支援体制の拡充 

(10) 産後ケア体制の整備 

(15) その他 
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（４）少子化対策について総合的に政策の立案、推進等を担当する部署 

 

Ｑ４ 様々な分野の少子化対策について、総合的に政策の立案、推進等を担当する部署を設置し

ていますか。 

 

  ・設置している                       303 団体（19.7％） 

  ・設置していない                     1,116 団体（72.7％） 

  ・今後、設置を検討中                    116 団体（ 7.5％） 
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ア 現在の設置部門 

    

 更問 （Ｑ４で「設置している」と答えた団体（303 団体）に）設置している場合、どの部門に

設置していますか。 

 

  （１）総務・企画部門          126 団体（41.6％） 

  （２）民生部門              141 団体（46.5％） 

  （３）商工部門              1 団体（ 0.3％） 

  （４）教育部門              14 団体（ 4.6％） 

（５）その他部門             21 団体（ 6.9％） 
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イ 今後の設置部門 

    

 更問 （Ｑ４で「今後、設置を検討中」と答えた団体（116 団体）に）今後、設置を検討中の場

合、どの部門に設置を検討していますか。 

 

  （１）総務・企画部門           69 団体（59.5％） 

  （２）民生部門              29 団体（25.0％） 

  （３）商工部門               0 団体（ 0.0％） 

  （４）教育部門              0 団体（ 0.0％） 

（５）その他部門             18 団体（15.5％） 
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（６）少子化対策関連予算の傾向 

 

 Ｑ６ 貴団体の少子化対策関連予算の傾向は、過去 10 年の間にどのように推移していますか。１

つだけお答えください。 

 

  ・増加傾向にある                  637 団体（41.5％） 

  ・若干増加傾向にある                522 団体（34.0％） 

  ・横ばい傾向にある                  320 団体（20.8％） 

  ・若干減少傾向にある                  30 団体（ 1.9％） 

  ・減少傾向にある                   26 団体（ 1.7％） 
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（７）国の支援・促進事業のうち強化・拡充を希望する分野の支援・促進事業 

 

 Ｑ７ 地方公共団体が実施する少子化対策に対する国の支援・促進事業のうち、特にどのような

分野の支援・促進事業について強化・拡充を希望していますか。１つだけお答えください。 

                                  

・地域の子育て支援・放課後対策                         313 団体（20.4％） 

・保育サービスの拡充                                    265 団体（17.3％） 

  ・母子保健・小児医療体制の整備                          180 団体（11.7％） 

  ・要支援家庭対策                                       24 団体 （1.6％） 

  ・結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の強化        674 団体（43.9％） 

  ・その他                                               79 団体 （5.1％） 
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