
 

I 研究の趣旨と設計 
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1. 研究の背景と目的 

 

日本社会は、総人口の減少という未知の局面を迎えようとしている。高齢化の進行にともない必

然的に死亡数が増加しているのに対し、出生数は減り続けているからである。1 人の女性が生涯に

生む子ども数を示す合計特殊出生率は、1980 年代後半からほぼ一貫して減り続け、2003 年には

1.29 と過去 低を記録した。わが国の合計特殊出生率は、1974 年以来 30 年間、総人口を維持す

る水準（人口置換水準）とされる 2.08 を一貫して下回り続けている。 

現在の人口構造からみて、今後数十年間にわたりわが国の総人口や生産年齢人口の割合が減

り続けることは避けられないとしても、それを少しでも抑制し、長期的にバランスがとれた人口構造を

築いていくためには、迅速かつ実効的な少子化対策が喫緊の課題となっている。近年の少子化の

原因として、「未婚化」の進展や、出産年齢が高くなるために出生数が減るという「晩婚化」のみなら

ず、結婚したとしても夫婦が多くの子どもを持たなくなっているという「夫婦出生力の低下」が指摘さ

れている。 

こうした少子化の進展の状況を受けて、2003 年に「少子化社会対策基本法」が議員立法により

制定され、また「次世代育成支援対策推進法」が制定された。2004 年には、基本法に基づいて、

「少子化社会対策大綱」が定められた。この大綱は、わが国の人口が減少への転換期を迎えるこれ

からの 5 年程度において、国の 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を構築するために、政府全体として実施すべき集中的な取

組を明示している。 

2005 年度からは、「子ども・子育て応援プラン」の着実な実施とともに、少子化社会対策大綱のフ

ォローアップや各種少子化社会対策の推進状況を検証・評価していくことが求められている。 

本研究は、少子化社会対策に関する政策の評価と今後の政策立案の一助として、わが国にお

いて社会全体として子育てにどれだけの費用がかかっているのかを明らかにすること――すなわち、

子育ての総費用を推計することを目的とするものである。 
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2. 子育て費用の推計の方法と設計 

(1) 推計の視点 

① 社会全体の子育て費用をマクロでとらえる 

これまでの子育て費用に関する調査研究では、世帯の家計単位といったいわばミクロの視

点で子育て費用をとらえているものが多い。他方、社会全体で子育て費用がいくらかかって

いるのかといったマクロの視点からの分析は少なく、あっても一部の費目に限定したものとな

っている。 

しばしば社会保障給付費の世界で、児童家族関係給付費は全体の約 4％にすぎず、約 7

割を占める高齢者関係給付費に比べて小さく、子育て支援に対する公的支援の規模が小さ

いことが指摘されている。ただし、子育て費用の全体がわからなければ、社会保障給付費に

おける児童家族関係給付費の規模が十分なのか、それとも不十分といえるのか、にわかには

判断がつかない。また、児童に対する公的助成は、社会保障費以外にも公教育費等があり、

国家予算以外にも地方自治体の負担による各種手当てやサービス給付が存在する。 

公的助成だけではなく、福祉・医療サービスにおける自己負担や、教育における私費負担、

子どもの生活費など、子育てに対してさまざまな家計支出がある。実際の現金支出ばかりで

なく、無償労働である家庭内育児も、金銭換算して子育て費用としてとらえることができる。こ

れらを総合すると、社会全体の子育て費用の全貌をつかむことができよう。 

以上を踏まえ、本研究においては、下図で示したような子育てに関するさまざまな分野に

おける公費負担と私費負担の双方を捕捉し、社会全体の子育て費用のマクロ推計を行っ

た。 

図表 1 子育て費用のマクロ推計における主な捕捉対象 

　手当・一時金※

　児童福祉サービス費

　医療費
　妊娠・出産費

　教育費

　租税支出※

　その他生活費

●児童手当、児童扶養手当、
　 特別児童扶養手当
●出産手当、出産育児一時金
●育児休業給付

●保育所運営費
●放課後児童健全育成事業費
●その他児童福祉サービス費
●地方自治体単独の児童福祉費

●医療費（健康保険給付分。帝
　 王切開等に係る費用のうち保
　 険給付対象分を含む）

●保育料

●医療費（自己負担分）
●正常妊娠・分娩に係る費用
●その他妊娠・出産に係る費用
　 （妊婦服、里帰り出産費用等）

●学校教育費（公費による消費
　 支出。施設整備費等の投資
　 支出や大学・短大等への公
　 費支出を含まず）

●学校教育費（学生生徒納付金
　 等。学校給食費は含まず）
●学校外学習費（塾、習い事等）
●大学生・短大生の生活費

●子どもの扶養控除
●育休中の社会保険料負担の
　 免除

●衣食住等に係る費用（学校給
 　食費を含み、保健医療と教育
　 に係る費用を含まず）

　家庭内育児労働費用 ●家庭内育児労働を金銭換算
　 した費用

公費負担 私費負担

 
注．※は一度家計に繰り入れられた後、私費負担として再支出されるとみなされる費目。次項参照。 
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② 子育て費用に占める公費負担割合を推定する 

社会全体の子育て費用のうち、公費負担部分がどの程度の割合になるかについて推定し

た。 

公費負担のうち「手当・一時金」（現金給付）及び「租税支出」（支払い免除）は、一度家計

に繰り入れられた後、子育てに係る私費負担として再支出されるとみなされるため、“見かけ”

の私費負担において二重計上される形となる。公費負担割合は、「手当・一時金」及び「租税

支出」を含む公費負担と、両費目を控除した“実質”の私費負担との合計である“純計”の子

育て費用総額を母数として算出した。 

 

図表 2 公費負担の種類 

種 類 内 容 例 

現金給付 

子育て家庭に対して現金で給付され、家

計に繰り入れられ、私費負担として再支出

されるとみなされるもの 

児童手当等、出産手当金、出

産育児一時金、育児休業給

付 

現物給付 
子育て家庭に対して公費負担のもとにサ

ービス等として現物給付されるもの 
保育、教育、医療 等

支払い 

免除 

出産や子育てを事由として本来支払うべ

き費用が免除されるもの 

子どもの扶養控除、社会保険

料負担の免除 

 
    

    

    

    

現物給付 実質の私費負担 

    

    

注．「家庭内育児労働費用」は、上図が示す範囲の外に位置づけられる。 

 

(2) 推計の対象範囲 

本研究が推計対象とする子育て費用とは、原則として妊娠・出産から 18 歳未満の子どもにか

かる費用を指すが、18 歳以上についても、特別児童扶養手当、教育費の私費負担分（学費、

学生生活費）、扶養親族控除による減税額は積算に含めている。 

捕捉する費用領域は、図表１で示したように、家庭内育児労働費用までも含む、公費・私費

負担双方のできるだけ広範なものとした。ただし、種々の理由から、以下の費目は含んでいな

い。 

 

○ 施設整備費などの投資支出。本研究では、1年間（具体的には1997年度及び2002年度）

の“フローの”費用を推計することとしており、資本形成に係る費用は対象外とした。 

○ 行政の事務職員（例えば市町村の本庁に勤務する児童福祉課員）の人件費。 

○ 地方自治体単独の児童福祉事業に係る費用のうち、人件費、及び母子保健関係費。地

方自治体単独の児童福祉費は「民生費×扶助費×児童福祉費×地方単独事業分」とし

て採っているため、人件費や、民生費でなく衛生費に含まれる母子保健関係費は含まれ

子育て費用（純計） 

子育てにかかる家計支出 

（みかけの私費負担） 

現金給付公費負担 支払い免除
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ない。 

○ 大学、短大、各種学校、専修学校への公費負担支出。大学等は教育機能だけでなく研究

機能を持っており、後者に係る支出を「子育て費用」として計上するのは相応しくないた

め。 

 

また前項で述べた通り、私費負担は、源泉において公費負担支出であるが一度家計に繰り

入れられた後に私費負担として再支出される形となる「手当・一時金」及び「租税支出」の分を

控除した“実質”の額として捉え、子育て費用総額も、“実質の私費負担”と公費負担とを合計し

た“純計”の額としてとらえる（図表 2 参照）。 

 

(3) 推計の時点 

本研究における費用推計の時点は、国及び地方の決算資料が揃う直近の時点である 2002

（平成 14）年度と、その 5 年前である 1997（平成 9）年度の 2 時点とし、両者間での比較を行っ

た。 

当該年度のデータが入手できない場合は、 も近い時点のデータを活用した。 

 

(4) 推計の区分 

本研究では、推計した費用を、総額に加え、以下の 3 種の区分によって示した。 

 

○ 年齢別・・・0～5歳（就学前）／6～11歳（小学生）／12～14歳（中学生）／15～17歳（高校

生相当）の 4 区分及び 18 歳以上（参考値として。大学生・専門学校生相当） 

○ 分野別・・・上記の図表 1 の通り 

○ 負担別・・・公費負担／私費負担 

 

(5) 費用項目と使用データ（資料） 

積算対象とする費用項目は下記のとおりである。 

※ ①マクロの費用を把握できるものはそれを活用する（●）が、他については、②家計

や子ども 1 人あたりのミクロの費用に世帯数・子ども人数等をかけあわせることでマク

ロ化した（○）。 

 

図表 3 費用項目と使用データ（資料） 

種類 費用項目 データ状況・推計方法等 ※ 主な資料 

児童手当 

児童扶養手当等 

児童手当、児童扶養手当、特別

児童扶養手当の支給総額 
●

「社会保障給付費」 

「歳出決算報告書」 

「社会保障統計年報」 

「児童手当事業年報」 

現金 

給付 

出産関係費 

育児休業給付 

出産育児一時金、出産手当金、

育児休業給付（基本給付金及び

職場復帰給付金）の給付総額 

●

「社会保障給付費」 

「社会保障統計年報」 

「雇用保険事業年報」 

公費 

負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

現物 

給付 

 

児童福祉サービス

費（国把握分） 

保育所運営費、放課後児童健

全育成事業費、要保護児童施

設運営費など 

●

「社会保障給付費」 

「歳出決算報告書」 

「特別会計決算参照書」 
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種類 費用項目 データ状況・推計方法等 ※ 主な資料 

児童福祉サービス

費（地方単独分） 

児童福祉費の扶助費における

都道府県及び市町村の単独事

業分 

●

「地方財政統計年報」 

学校教育費 学校教育に要する費用（短大、

大学、各種学校、専修学校への

公費負担支出は除く） 

●

「文部科学統計要覧」 

「学校基本調査報告書」 

「地方教育費調査報告

書」 

「私立学校の財務状況調

査」 

「今日の私学財政」 

現物 

給付 

 

 

 

医療費（公費負担・

保険給付） 

医療機関等における傷病の治療

の要する費用（出産費、健診費

は含まない） 

●

「国民医療費」 

子どもの扶養扶養

控除 

所得税及び住民税の子どもの扶

養控除による減税額 
○

「民間給与実態統計調

査」 

「申告所得税標本調査」 

税務調査会資料 

公費 

負担 

 

支払い 

免除 

育休中の社会保険

料負担の免除 

保険・組合等の別の免除者数を

基に推計 ○

各種保険・共済「事業年

報」等 

「社会保障統計年報」 

保育料（保護者負担

分） 

全国の保育料徴収推計額と保

育所運営費法廷負担金との比

率から推計 

●

「地方自治体の独自子育

て支援施策の実施状況

の調査」（アンケート調査）

学校教育費（保護者

等負担）、学校外教

育費 

学生生徒等納付金（学校給食費

は、「その他生活費」の「食費」に

含まれるため除く） 

学校外教育費の短大及び大学

分は、学生生活費（食費、住居

費等）を指す 

○

「子どもの学習費調査報

告書」 

「学生生活調査」 

妊娠・出産費（家計

負担分） 

検診、分娩・入院、交通費、衣

料、その他妊娠・出産に伴う費用

を含む 

○

「子育てコストに関する調

査研究」 

医療費（患者負担） 国民医療費（患者自己負担分）

を基に推計 
●

「国民医療費」 

金銭 

負担 

 

 

その他生活費 「子どもあり世帯」と「夫婦のみ世

帯」の支出構造を比較し、差額

を基に「子育て費用」を積算（保

育、教育、医療は除く） 

○

「全国消費実態調査」 

「子育てコストに関する調

査研究」 

 

私費 

負担 

 

育児労

働の金

銭換算 

家庭内育児労働 1997 年経済企画庁報告におけ

る家事労働の金銭換算方法に

準拠して推計 
○

「あなたの家事のお値段

はおいくらですか？」 

「社会生活基礎調査」 
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