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  Ｆ１ 最初に、このシートのご記入者様についてお知らせください。

（アンケートの内容等について後日照会する必要がある場合に利用させていただきます。）

(各自治体からいただく個々の回答については、自治体名を明示して公表することは想定していません。）

部局・
課・室・

係名

ご記入者
様氏名

役職

電話番号 （内線）

FAX Email

Ｆ2 貴自治体における少子化対策実施における目標・指標があれば、具体的にお知らせください。 目標設定値なし

都道府県/市区町村

合計特殊出生率数値目標 目標年 平成 32.9/37.0 年に 数値目標

その他の目標・指標

問1

（1） 平成22年度（2010年度）に行っていた取組をお知らせください。（いくつでも）

（2） 平成27年度（2015年度）に行っていた取組をお知らせください。（いくつでも）

（3） 平成28年度（2016年度）の取組をお知らせください。（いくつでも）

　　※地域少子化対策強化交付金事業、及びその他の財源による事業も含めてお知らせください。

（いくつでも） （いくつでも）

都道府県 (n=47) (n=47)

市区町村 (n=1,286) (n=1,286)

↓ ↓ ↓

都道府県 (42.6) (89.4) (93.6)

市区町村 (21.2) (47.6) (54.4)

2 (83.0) (97.9) (100.0)

(34.8) (50.5) (52.6)

3 (8.5) (14.9) (14.9)

具体的に (4.0) (8.1) (10.1)

4 いずれも取り組んでいない (8.5) (2.1)      -
(35.5) (22.3) (20.1)

無回答 (8.5)      -      -
(16.4) (3.9) (2.7)

その他

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
（男性の配偶者の出産直後の休暇取得の促進や男性の家事・

育児への参画促進に関する取組、子育て支援パスポート事業、

乳幼児とのふれあい体験学習等）

【全体票】　１．最初に、貴自治体についておたずねします。

自治体名
都道府県

名
市区町村

名

1

【全体票】　２．貴自治体の行っている少子化対策事業のうち、
「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

・機運の醸成の取組」についておたずねします。

※以下、「結婚に対する取組」と「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」
を併せて「結婚に対する取組等」といいます。

（2）
平成27年
度(2015
年度）に
取組あり

（3）
平成28年
度(2016
年度）に
取組あり

以下の中で、貴自治体が実施した少子化対策事業（「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・機運の醸成の取組」に限る）で取り組んでいるものをお知らせください。（いくつでも）

（1）
平成22年度(2010年

度）に取組あり

（いくつでも）

(n=47)

(n=1,286)

結婚支援センターの設置・運営、マッチング、相談業
務、おせっかいさん等のボランティアの育成、婚活イベ
ント等（自治体による出会いの機会の創出・支援等）

1.65/1.75

都道府県/市区町村

ご連絡先
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問2 貴自治体の「結婚に対する取組等」に係る実施体制についてお尋ねします。

（1）

都道府県 (n=47) 市区町村 (n=1,286)

都道府県 市区町村

(19.2) (3.2) 1 あり　⇒ 制定年・名称をお知らせください。 制定年 平成 24.6/21.0

名称

(80.9) (95.4) 2 なし

     - (1.4) 無回答

（2）

都道府県 (n=47) 市区町村 (n=1,286)

都道府県 市区町村

(68.1) (14.9) 1 あり　⇒ 制定年・名称をお知らせください。 制定年 平成 26.4/26.7 年

名称

(31.9) (82.7) 2 なし

     - (2.3) 無回答

（3）

都道府県 (n=47) 市区町村 (n=1,286)

都道府県 市区町村

(27.7) (3.5) 1 あり　⇒ 制定年・名称をお知らせください。 制定年 平成 22.9/21.0 年

名称

(72.3) (93.7) 2 なし

     - (2.8) 無回答

（4）

都道府県 (n=47) 市区町村 (n=1,286)

都道府県 市区町村

(87.2) (30.8) 1 あり　⇒ 制定年・名称をお知らせください。 制定年 平成 25.6/26.3 年

名称

(12.8) (67.1) 2 なし

     - (2.1) 無回答

　　　【すべての自治体にお尋ねします】

（5）

都道府県 市区町村

(34.0) (7.2) 1 開いている

(66.0) (91.8) 2 開いていない

     - (1.0) 無回答

（6）

都道府県 市区町村

(74.5) (40.4) 1 持っている

(25.5) (57.9) 2 持っていない

     - (1.6) 無回答

貴自治体には、「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」に関して定めら
れた条例がありますか。ある場合、制定年・名称をお知らせください。

貴自治体には、「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」に関して定めら
れた「計画等」がありますか。ある場合、制定年・名称をお知らせください。

貴自治体では、結婚に対する取組等に携わっている複数の部署間が連携するための、連絡会議等を開いていますか。
「平成27年度又は平成28年度中に開催している（開催予定がある）場合にのみ「1　開いている」とお答えください。（１つだ
け）　　　都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)

貴自治体には、「結婚に対する取組」に関する「計画等」がありますか。ある場合、制定年・名称をお知らせください。

※「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」とは、男性の配偶者の出産直
後の休暇取得の促進や男性の家事・育児への参画促進に関する取組、子育て支援パスポート事業、乳幼児とのふれあ
い体験学習等を指しています。

※ここでいう「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」とは、上記(3)※と同
様です。

貴自治体には、「結婚に対する取組」に関して定められた条例がありますか。ある場合、制定年・名称をお知らせください。

都道府県と都道府県内の市区町村間で、結婚に対する取組等に関する連絡会議や情報交換機会を持っていますか。「平
成27年度又は平成28年度中に開催している（開催予定がある）場合にのみ「1　持っている」とお答えください。（１つだけ）
都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)
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　　　【都道府県にお尋ねします】　

（7）

例）ブロック会議、等 都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=-)

都道府県 市区町村

(21.3)      - 1 持っている　 　　　【「1　持っている」と回答の都道府県にお尋ねします】　

(78.7)      - 2 持っていない

-      - 無回答 　　　①構成員（自治体名）を具体的にお知らせください。

　　(9）へお進みください。

　　　【市区町村にお尋ねします】　

（8）

例）ブロック会議、等 都道府県　(n=-)　　　市区町村　(n=1,286)

都道府県 市区町村

     - (18.7) 1 持っている　 　　　【「1　持っている」と回答の市区町村にお尋ねします】　

     - (76.7) 2 持っていない

     - (4.7) 無回答 　　①構成員（自治体名）を具体的にお知らせください。

　　(9）へお進みください。

　　　【すべての自治体にお尋ねします】

（9）

都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)

都道府県 (80.9) 1　ある (19.2) 2　ない      - 無回答

市区町村 (32.4) (66.3) (1.3)

（10）

都道府県 (29.8) 1　ある (70.2) 2　ない      - 無回答

市区町村 (2.4) (96.1) (1.5)

（11）

都道府県 市区町村

(78.7) (14.5) 1 住民の「結婚支援」に関する要望を把握している

(66.0) (24.9) 2 住民の妊娠・出産に関する要望を把握している

(72.3) (42.0) 3 住民の乳児期を中心とする子育てに関する要望を把握している

(8.5) (51.9) 4 把握していない

- (2.6) 無回答

（12)

都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)

都道府県 (97.9) 1　取り組んでいる (2.1) 2　取り組んでいない      - 無回答

市区町村 (65.8) (32.5) (1.7)

（13)

都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)

都道府県 (97.9) 1　取り組んでいる (2.1) 2　取り組んでいない      - 無回答

市区町村 (79.4) (19.2) (1.4)
　　　【都道府県にお尋ねします】　

問3

都道府県 市区町村

(46.8)      - 1　都道府県下にはたらきかけ、都道府県が主導するかたちで広域で展開している
(29.8)      - 2　連携を希望する市区町村に対してのみ、連携を図り展開している
(17.0)      - 3　都道府県の取組と市区町村の取組を特に連携させることはしていない
(6.4)      - 4　その他（ ）

貴自治体には、結婚に対する取組等に関して、企業・団体等との協働・協力体制はありますか。（１つだけ）

貴自治体では、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は、世論調査や、住民モニター制度を
設ける等で把握していますか。（いくつでも）　　都道府県　(n=47)　市区町村　(n=1,286)

都道府県間で、結婚に対する取組等に関する連絡会議や情報交換機会を持っていますか。「平成27年度又は平成28年度
中に開催している（開催予定がある）場合にのみ「1　持っている」とお答えください。（１つだけ）

市区町村間で、結婚に対する取組等に関する連絡会議や情報交換機会を持っていますか。「平成27年度又は平成28年度
中に開催している（開催予定がある）場合にのみ「1　持っている」とお答えください。（１つだけ）

貴自治体には、結婚に対する取組等に関して、地元の学術機関（大学等）との協働・協力体制はありますか。
（１つだけ）都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)

貴自治体では、現在、I ターン、Jターン、Uターンの推進に取り組んでいますか。（１つだけ）

貴自治体では、現在、地域の「社会減（流出超過）」を減らしていくことの取組を行っていますか。（１つだけ）

都道府県で取り組んでいる結婚に対する取組等は、都道府県下の市町村を巻き込んで広域に展開させていますか。（１つ
だけ）　都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=-)
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　　　【すべての自治体へ】　

問4

地域少子
化対策強
化交付金
以外の補
助金等で
実施

自主財源
で実施

過去取り
組んだこ
とはある
が、平成
27年度は
取り組ま
なかった

これまで
一度も取
り組んで
いない

無回答

都道府県 (21.3) (14.9) (17.0) (2.1) (46.8)      -

市区町村 (0.5) (1.3) (8.0) (1.0) (85.3) (4.1)

(14.9) (8.5) (12.8)      - (66.0) (2.1)

(0.3) (0.2) (2.7) (0.4) (92.5) (4.0)

(12.8) (6.4) (17.0) (8.5) (61.7) -

(1.1) (1.9) (9.3) (2.2) (82.1) (3.8)

(27.7) (4.3) (17.0) (4.3) (48.9) -

(1.9) (2.5) (17.2) (4.4) (71.1) (3.5)

(31.9) (12.8) (51.1)      - (12.8)      -

(2.5) (2.0) (13.2) (0.8) (78.3) (4.1)

(46.8) (17.0) (12.8) (2.1) (23.4)      -

(4.7) (5.1) (12.3) (5.4) (70.5) (3.5)

(14.9) (8.5) (2.1) (12.8) (61.7) -

(1.5) (1.1) (2.5) (1.7) (89.5) (4.1)

(23.4) (14.9) (14.9) (2.1) (51.1) -

(1.9) (1.5) (7.7) (2.2) (82.9) (4.1)

(23.4) (8.5) (19.2) (2.1) (53.2) -

(0.2) (2.1) (10.3) (1.2) (82.3) (4.2)

(21.3) (8.5) (10.6) (2.1) (59.6) -

(0.9) (1.2) (7.1) (0.9) (86.2) (4.0)

(2.1) (4.3) (4.3) (2.1) (87.2) -

(0.2) (0.3) (1.1) (0.7) (93.6) (4.2)

(4.3) (12.8) (48.9) (12.8) (27.7) -

(1.8) (12.6) (32.9) (8.9) (45.0) (2.3)

     -      - (2.1)      - (97.9) -

(0.2) (0.3) (0.5) (0.7) (94.3) (4.0)

     - (4.3)      -      - (95.7) -

     - (2.3) (10.9) (2.5) (81.0) (4.0)

(12.8) (6.4) (8.5) (2.1) (38.3) (36.2)

(1.9) (1.5) (5.3) (0.6) (68.6) (22.3)

情報発信（結婚支援センターのポータルサ
イト、メルマガ、ＳＮＳ等）

独身者向け婚活セミナー

独身者の親向け婚活セミナー

ボランティアの育成（地域のおせっかいさん
等）

企業・団体等に対する支援

n

o

企業・団体等との連携
（職場のおせっかいさん等）

企業・団体等における結婚支援の取組状
況調査

婚活イベント

講演会・セミナー等の講師の育成

新婚世帯に対する祝い金、助成等

その他の結婚支援事業
具体的に（                                )

e

f

g

h

i

j

k

l

m

a

ｂ

ｃ

ｄ

地域少子化対策強
化交付金で実施

結婚支援センターの設置・運営

マッチング（システムによるもの）

マッチング（システム以外によるもの）

相談業務

【全体票】　３．貴自治体の「結婚に対する取組」についておたずねします。

　この事業領域は、
　　結婚を希望する者が結婚できるよう支援し、又は、結婚前の段階から結婚・妊娠・出産・育児に関する知識
　　や体験を付与するための啓発・情報提供を行う事業、
　　結婚を希望する者に対する相談体制を構築する事業、
　　結婚前の者を中心に結婚や家族を持つことの意義を啓発する事業、
　　その他、地域の実情に応じた事業　　　　　　　　　　　　　　　　　を指しています。

 (1) 平成27年度における結婚支援事業の実施状況をそれぞれお知らせください。（それぞれいくつでも）
　　　都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)
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　　【問4「a　結婚支援センターの設置・運営」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】

①結婚支援センターへの年間予算額（補正予算を含む）をお知らせください。 都道府県 市区町村

平成26年度 14,617.2 1,295.4 千円

平成27年度 28,756.1 1,795.2 千円

②結婚支援センターへの登録人数をお知らせください。 平成26年度末 1,894.1 129.3 人

平成27年度末 2,521.0 150.0 人

③結婚支援センターにおける成婚組数をお知らせください。

　※把握している限りで成婚組数をお知らせください。

平成26年度 44.0 3.1 組

平成27年度 47.1 3.5 組

④結婚支援センターの運営に関して、外部の法人・団体等に委託していますか。（１つだけ）

都道府県　(n=24)　　　市区町村　(n=123)

都道府県 (79.2) 1　委託している （委託先：　　　　　　                               ） (20.8) 2　委託していない - 無回答

市区町村 (48.8) (51.2) -

⑤結婚支援センターの運営に関して、有償スタッフ人数をお知らせください。
平成26年度末 5.1 3.0 人
平成27年度末 8.1 3.5 人

　　【問4「ｂ　マッチング（システムによるもの）」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】

⑥マッチングシステムへの年間の予算額（補正予算を含む）をお知らせください。

平成26年度 7,920.8 135.8 千円

平成27年度 12,371.0 461.1 千円

⑦マッチングシステムへの登録人数をお知らせください。 平成26年度末 1,041.1 12.9 人

平成27年度末 1,298.9 70.8 人

⑧お見合い実施件数をお知らせください。 平成26年度 701.1 4.8 件

平成27年度 772.7 23.4 件

⑨マッチングシステムによる成婚組数を把握していますか。（１つだけ）　都道府県　(n=15)　　市区町村　(n=41)

都道府県 (80.0) 1　把握している (20.0) - 3　把握していない  - 無回答

市区町村 (65.9) (9.8) (22.0) (2.4)

平成26年度 26.6 0.2 組

平成27年度 25.9 2.9 組

　　【問4「ｃ　マッチング（システム以外によるもの）」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】

⑩マッチング（システム以外によるもの）への年間の予算額（補正予算を含む）をお知らせください。

平成26年度 5,200.1 524.4 千円

平成27年度 7,914.0 850.3 千円

　　【問4「ｈ　ボランティアの育成（地域のおせっかいさん等）」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】

⑪地域ボランティア（「おせっかいさん」等）の登録数をお知らせください。

平成26年度末 161.0 15.7 人

平成27年度末 201.8 18.8 人

⑫地域ボランティア（「おせっかいさん」等）による仲介件数をお知らせください。

　※マッチングシステムによる見合いによって仲介された件数を除く。

平成26年度 322.7 23.3 件

平成27年度 458.9 27.9 件

⑬地域ボランティア（「おせっかいさん」等）によるカップル成立組数をお知らせください。

　※マッチングシステムによって出会ったカップルを除く。

平成26年度 102.2 1.9 組

平成27年度 143.0 2.4 組

2　一部を把握

　　している
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⑭地域ボランティア（「おせっかいさん」等）による成婚組数を把握していますか。（１つだけ）

　※マッチングシステムを利用して出会ったカップルを除く。　　都道府県　(n=22)　　市区町村　(n=139)

都道府県 (54.6) 1　把握している (9.1) (22.7) 3　把握していない (9.1) 無回答

市区町村 (49.6) (12.2) (30.2) (7.9)

平成26年度 17.7 0.8 組

平成27年度 21.3 1.4 組

　　【問4「l　婚活イベント」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】

⑮婚活イベントへの年間の予算額（補正予算を含む）をお知らせください。 平成26年度 4,551.5 560.2 千円

平成27年度 5,456.1 3,550.2 千円

　　【問4（１）で１～３を１つでも選択した自治体へ】

（2） 平成22年度から27年度に、貴自治体で実施した「結婚支援事業」の予算総額をお知らせください。

平成25年度(2013年度） 18,368.6 1,732.8 万円

平成26年度(2014年度） 27,310.9 1,567.6 万円

平成27年度(2015年度） 36,767.4 5,560.4 万円

（3）

不足して
いる

無回答

都道府県 (4.3) (70.2) (25.5)
市区町村 (6.1) (44.9) (49.0)

     - (72.3) (27.7)
(3.7) (46.5) (49.8)
(12.8) (51.1) (36.2)
(6.1) (40.2) (53.7)
(17.0) (38.3) (44.7)
(4.5) (40.7) (54.8)
(19.2) (57.5) (23.4)
(6.6) (42.8) (50.6)
     -      - (100.0)
(1.9) (8.3) (89.7)

　　　　→（５）にお進みください。　

　　【問4（１）で１～３を１つも選択しなかった自治体へ】

（4）

都道府県　(n=2)　　　市区町村　(n=501)

都道府県 市区町村

     - (26.2) 1　財源がなかったため

     - (51.3) 2　取り組むための組織体制が不十分であったため

     - (30.9) 3　人的資源が不足しているため

     - (24.0) 4　事業実施に必要な情報が不足していたため

     - (21.8) 5　効果的な事業計画が設計できなかったため

     - (4.0) 6　効果が十分得られなかったため

     - (10.6) 7　取り組むための準備期間が不足していたため

(50.0) (40.9) 8　ほかに優先度の高い事業があったため

(50.0) (20.8) 9　住民のニーズ・要望が高くないため

(50.0) (11.0) 10　その他（具体的に ）

     - (10.8) 無回答

その他（　　　　　　　　　）

充足している

a

b

c

d

e

ｆ

マッチングシステムの管理運営スタッフ

講演会・セミナー等の講師

企業・団体等の協力者（職場のおせっかいさん等）

結婚支援センターのスタッフ

平成27年度に、結婚支援事業を実施しなかったのは、どのような理由からでしょうか。（いくつでも）

2　一部を把握

　　している

地域のボランティア（おせっかいさん等）

※地域少子化対策強化交付金事業、及び地域少子化対策強化交付金以外の財源による事業も含めてお知らせくださ
い。

貴自治体において、結婚支援事業を進める上で必要な人材は、充足していますか。（それぞれ１つずつ）
都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)

問4（1）の表a～oに記載されている各事業（結婚支援センターの設置、マッチング（システムによるもの）、マッチング
（システム以外によるもの）、マッチング（システム以外によるもの）、相談業務、情報発信（結婚支援センターのポータルサ
イト、メルマガ、ＳＮＳ等…）を まとめて、ここでは「結婚支援事業」と呼びます。
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　　【（１）で「4　過去取り組んだことはあるが、平成27年度は取り組まなかった」を１つでも選択した自治体へ】

（5）

都道府県　(n=16)　　　市区町村　(n=257)

都道府県 市区町村

(37.5) (17.9) 1　財源がなかったため

(12.5) (30.7) 2　取り組むための組織体制が不十分であったため

(18.8) (28.0) 3　人的資源が不足しているため

     - (8.6) 4　事業実施に必要な情報が不足していたため

(6.3) (22.2) 5　効果的な事業計画が設計できなかったため

(18.8) (41.3) 6　効果が十分得られなかったため

     - (8.6) 7　取り組むための準備期間が不足していたため

(37.5) (22.2) 8　ほかに優先度の高い事業があったため

     - (17.9) 9　住民のニーズ・要望が高くないため

(18.8) (12.1) 10　その他（具体的に ）

(12.5) (10.5) 無回答

　　【すべての自治体へ】
（6） それぞれの「結婚支援事業」について、平成28年度以降の取組についてお知らせください。（それぞれ１つだけ）

都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)
取り組む予

定はない

（平成28年

度から取り

組むのをや

めた場合を

含む）

昨年度は

実施してい

なかった

が、平成28

年度から取

り組んでい

る

平成28年

度は取り組

んでいない

が、次年度

以降取り組

む検討をし

ている

無回答

都道府県 (51.1) (29.8) (14.9) (2.1) (2.1)
市区町村 (9.6) (77.1) (0.9) (7.1) (5.2)

(31.9) (42.6) (14.9) (8.5) (2.1)
(3.1) (81.5) (1.5) (8.1) (5.8)

(29.8) (61.7) (4.3) (2.1) (2.1)
(11.4) (72.7) (3.1) (7.9) (5.0)
(46.8) (36.2) (6.4) (8.5) (2.1)
(19.8) (62.7) (3.4) (9.9) (4.3)
(87.2) (6.4) (4.3) (2.1)      -
(15.1) (65.3) (4.0) (10.4) (5.2)
(61.7) (19.2) (10.6) (6.4) (2.1)
(15.8) (58.2) (7.5) (14.1) (4.4)
(17.0) (61.7) (8.5) (10.6) (2.1)
(2.3) (76.3) (3.0) (13.1) (5.4)

(46.8) (34.0) (12.8) (4.3) (2.1)
(9.6) (68.4) (5.1) (11.6) (5.3)

(44.7) (14.9) (8.5) (29.8) (2.1)
(10.4) (67.7) (4.5) (12.7) (4.7)
(36.2) (14.9) (21.3) (27.7)      -
(7.1) (69.8) (4.0) (13.9) (5.2)
(4.3) (57.5) (12.8) (25.5)      -
(0.9) (81.9) (1.1) (10.6) (5.6)

(53.2) (29.8) (12.8) (2.1) (2.1)
(40.5) (36.0) (10.0) (10.9) (2.6)

     - (83.0)      - (14.9) (2.1)
(0.1) (84.8) (0.7) (9.1) (5.4)
(2.1) (66.0) (14.9) (14.9) (2.1)

(11.7) (64.2) (6.1) (14.2) (3.7)
(14.9) (12.8) (10.6) (2.1) (59.6)
(5.8) (48.3) (3.6) (4.5) (37.9)

　　【（６）「n　新婚世帯に対する祝い金、助成等」で、「2　取り組む予定はない」と回答した自治体へ】
（7）

都道府県 市区町村

(41.9) (46.3) 1　財源がないため

(19.4) (33.3) 2　取り組むための組織体制が不十分であるため

(16.1) (19.0) 3　人的資源が不足しているため

(9.7) (19.3) 4　事業実施に必要な情報が不足しているため

(12.9) (29.8) 5　効果的な事業計画が設計できないため

(12.9) (25.2) 6　効果が十分得られないため

     - (9.3) 7　取り組むための準備期間が不足しているため

(38.7) (46.0) 8　ほかに優先度の高い事業があるため

     - (13.9) 9　住民のニーズ・要望が高くないため

(45.2) (5.1) 10　その他（具体的に ）
     - (2.8) 無回答

マッチング（システムによるもの）

マッチング（システム以外によるもの）

相談業務

過去に取り組んだにもかかわらず、平成27年度に、結婚支援事業に取り組まなかったのは、どのような理由からでしょう
か。（いくつでも）

平成28年度現在も継続

して取り組んでいる

結婚支援センターの設置・運営

平成28年度以降、「新婚世帯に対する祝い金、助成等」に取り組む予定はない（取り組むのをやめた）のは、どのような理
由からでしょうか。（いくつでも）　　都道府県　(n=31)　　　市区町村　(n=826)

情報発信（結婚支援センターのポータルサイト、メルマガ、
ＳＮＳ等）

独身者向け婚活セミナー

独身者の親向け婚活セミナー

地域のボランティアの育成（地域のおせっかいさん等）

企業・団体等に対する支援

企業・団体等との連携
（職場のおせっかいさん等）

企業・団体等における結婚支援の取組状況調査

婚活イベント

講演会・セミナー等の講師の育成

新婚世帯に対する祝い金、助成等

その他の結婚支援事業
具体的に（　　　　　　　　　　　　　　）

j

k

l

m

n

o

a

ｂ

ｃ

ｄ

e

f

g

h

i
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　　【すべての自治体へ】

（8）

都道府県 市区町村

(91.5) (66.7) 1　財源

(51.1) (18.3) 2　交付金制度の簡素化

     - (13.5) 3　横断的組織の設置

(10.6) (28.1) 4　少子化に特化した部署の設置

(10.6) (5.1) 5　首長・リーダーの牽引力

(2.1) (6.2) 6　ブレーン・指導者

(19.1) (18.2) 7　継続的に取り組み続ける方針

(44.7) (35.4) 8　十分な運営スタッフ人数の確保

(2.1) (13.4) 9　他の自治体との交流・ネットワーク

(4.3) (12.6) 10　効果のあがっている事業実例の内容を知る機会

     - (17.9) 11　事業計画の設計ノウハウ

(4.3) (5.6) 12　取り組むための準備期間

(17.0) (27.4) 13　住民の関心

(27.7) (18.5) 14　地域・地元企業等の支持

     - (3.2) 15　取り組むための場所・空間

(10.6) (5.8) 16　メディアでの紹介（新聞・テレビ・雑誌・ラジオ・インターネット・タウン誌・ミニコミ誌など）

(8.5) (5.9) 17　口コミ・ＳＮＳ等による情報拡散

     - (2.9) 18　大都市等との連携

(2.1) (4.7) 19　その他（具体的に ）

     - (1.7) 無回答

「結婚支援事業」に今後取り組むにあたり、必要不可欠な人・もの・条件・環境等を３つまで選んでお知らせください。（３つ
まで）　　　都道府県　(n=47)　　　市区町村　(n=1,286)
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　【すべての自治体へ】　

問5

都道府県　(n=47)　 　市区町村　(n=1,286)
地域少子
化対策強
化交付金
以外の補
助金等で
実施

自主財源
で実施

過去取り
組んだこ
とはある
が、平成
27年度は
取り組ま
なかった

これまで
一度も取
り組んで
いない

都道府県 (42.6) (10.6) (40.4) (6.4) (17.0)      -

市区町村 (1.7) (4.0) (27.3) (2.9) (63.1) (2.6)
(53.2) (8.5) (25.5) (8.5) (25.5)      -
(2.3) (0.9) (6.8) (0.9) (86.2) (3.1)
(31.9) (2.1) (6.4) (4.3) (57.5)      -
(1.9) (0.2) (1.2) (0.7) (92.7) (3.3)
(14.9) (6.4) (19.2) (4.3) (55.3) (2.1)
(1.5) (3.2) (31.7) (6.1) (56.1) (1.9)
(25.5) (4.3)      - (14.9) (55.3)      -
(0.9) (0.2) (0.9) (1.4) (93.4) (3.3)
(72.3) (2.1) (51.1) (2.1)      -      -
(1.2) (3.5) (13.8) (0.5) (77.2) (3.8)
     - (2.1) (2.1) (4.3) (87.2) (4.3)
(0.3) (0.2) (0.8) (0.9) (94.3) (3.6)
(8.5) (2.1) (10.6) (8.5) (68.1) (2.1)
(1.5) (1.2) (7.5) (3.3) (83.1) (3.6)
(14.9) (2.1) (4.3)      - (17.0) (68.1)
(2.0) (0.9) (2.5) (0.1) (42.4) (52.5)

　【問5「b　ライフデザイン教育（学生対象）」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】
①学生対象のライフデザイン教育実施校数をお知らせください。

中学校 平成27年度 32.4 6.0 校

高校 平成27年度 34.6 1.4 校

専門学校 平成27年度 2.9 0.3 校

短大・大学 平成27年度 5.6 0.9 校

②具体的な実施方法（講演、教材配布、グループワーク、社会人との対話、職場訪問等）について、お知らせください。
（それぞれいくつでも）　　　都道府県　(n=31)　　　市区町村　(n=126)

教材配布 グループ
ワーク

職場訪
問、社会
人との対
話

その他 無回答

都道府県 (29.0) (25.8) (9.7) (6.5) (6.5) （具体的に ） (64.5)
市区町村 (37.3) (16.7) (12.7) (39.7) (15.9) (23.8)

(61.3) (48.4) (25.8) (9.7) (9.7) （具体的に ） (25.8)
(29.4) (11.9) (8.7) (10.3) (2.4) (62.7)
(29.0) (19.4) (16.1) (3.2) (9.7) （具体的に ） (61.3)
(4.8) (1.6) (0.8)      - (0.8) (95.2)
(74.2) (54.8) (41.9) (9.7) (19.4) （具体的に ） (19.4)
(11.1) (5.6) (2.4) (2.4) (3.2) (84.9)

その他（ ）

a

b

c

d

e

f

g

h

地域少子化対策強
化交付金で実施

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

ライフデザイン教育（学生対象）

ライフデザイン教育（成人・結婚適齢期の親対象）

乳幼児とのふれあい体験学習

結婚応援フォーラム

子育て支援パスポート事業

講演会・セミナー等の講師の育成

地域の課題の抽出・分析等を行い住民に共有す

る取組

ｄ　短大・大学

i

講演

a　中学校

ｂ　高校

ｃ　専門学校

【全体票】　４．貴自治体の「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」についておたずねします。

　この事業領域は、
　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及び少子化対策への前向きな機運の
　醸成のため、社会づくりに向けた環境整備を行うための必要な人材育成・啓発・情報提供を行う事業、
　地域の関係者に対し、少子化の現状、少子化対策の必要性、少子化対策のために必要な知識の付与、
　少子化対策に資する意識改革、啓発、情報提供等を行う事業、
　関係者のネットワークを構築する事業、

　　その他、地域の実情に応じた事業　　　　　　　　　　　　　　　　　を指しています。

(1) 平成27年度における「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」（少
子化対策への前向きな機運の醸成）の実施状況をそれぞれお知らせください。（それぞれいくつでも）
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③具体的な実施内容（結婚、妊娠・出産、子育て、仕事等）について、お知らせください。（それぞれいくつでも）　　　
都道府県　(n=31)　　　市区町村　(n=126)

妊娠・出
産

子育て 仕事 その他 無回答

都道府県 (12.9) (35.5) (16.1) (6.5) (12.9) （具体的に　　　　） (64.5)
市区町村 (15.1) (39.7) (31.8) (44.4) (8.7) (25.4)

(51.6) (71.0) (54.8) (38.7) (12.9) （具体的に　　　　） (29.0)
(15.1) (23.8) (20.6) (19.1) (4.8) (64.3)
(29.0) (35.5) (16.1) (16.1) (3.2) （具体的に　　　　） (61.3)
(3.2) (4.8) (3.2) (2.4) (0.8) (95.2)
(64.5) (74.2) (61.3) (64.5) (16.1) （具体的に　　　　） (19.4)
(9.5) (10.3) (8.7) (9.5) (3.2) (85.7)

　　【問5「d　乳幼児とのふれあい体験学習」で１～３を１つ以上選択した取組実施自治体のみ】

⑤乳幼児とのふれあい体験学習の実施校数をお知らせください。

中学校 平成27年度 42.6 3.5 校
高校 平成27年度 21.3 1.3 校

専門学校 平成27年度 0.3 0.2 校
短大・大学 平成27年度 1.5 0.8 校

　　【問5（１）で１～３を１つでも選択した自治体へ】

（2）

不足して
いる

無回答

都道府県 (17.0) (74.5) (8.5)
市区町村 (7.3) (54.8) (18.1)

(14.9) (76.6) (8.5)
(6.9) (54.6) (18.7)
(6.4) (78.7) (14.9)
(2.3) (58.2) (19.7)
(2.1) (85.1) (12.8)
(2.6) (58.2) (19.4)
(17.0) (68.1) (14.9)
(10.4) (52.2) (17.6)
(14.9) (53.2) (31.9)
(23.0) (39.2) (18.1)
(17.0) (51.1) (31.9)
(21.2) (40.7) (18.4)
     - (6.4) (93.6)
(0.9) (9.8) (69.5)

　　　　→（８）にお進みください。　

　　【問5（１）「a　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」で

　　　１～３を選択しなかった自治体へ】

（3）

都道府県 市区町村

(36.4) (29.3) 1　財源がなかったため
(45.5) (54.8) 2　取り組むための組織体制が不十分であったため
(18.2) (35.3) 3　人的資源が不足しているため
(18.2) (29.2) 4　事業実施に必要な情報が不足していたため
(18.2) (29.9) 5　効果的な事業計画が設計できなかったため
     - (3.8) 6　効果が十分得られなかったため
     - (13.6) 7　取り組むための準備期間が不足していたため

(63.6) (34.1) 8　ほかに優先度の高い事業があったため
     - (24.9) 9　住民のニーズ・要望が高くないため
(9.1) (2.6) 10　その他（具体的に ）
     - (7.8) 無回答

その他（　　　　　　　　　　）

g

h

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
なかったのは、どのような理由からでしょうか。（いくつでも）　都道府県　(n=11)　　市区町村　(n=881)

充足している

地元の協力企業・協力店舗

企業・団体等の協力者

a　中学校

ｂ　高校

ｃ　専門学校

ｄ　短大・大学

結婚

貴自治体において、「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」事業を進める上で
必要な人材等は、充足していますか。（それぞれ１つずつ）　都道府県　(n=47)　　市区町村　(n=996)

a

b

c

d

e

f

④平成27年度に乳幼児とのふれあい体験学習事業を担当した部署名をお知らせください。

問5（1）の表a～iに記載されている各事業（男性の配偶者の出産直後の休暇取得・家事育児への参画を促進する機運
醸成、乳幼児とのふれあい体験学習、結婚応援フォーラム…）を まとめて、ここでは「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」事業と呼びます。

企業におけるイクボス

企業におけるイクメン（育児に取り組む男性社員職員）

講演会・セミナー等の講師

乳幼児ふれあい体験に参加する親子

乳幼児ふれあい体験にスタッフとして協力する地域の人材等
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　　【問5（１）「d　乳幼児とのふれあい体験学習」で１～３を選択しなかった自治体へ】

（4）

都道府県 市区町村

(34.5) (26.7) 1　財源がなかったため

(24.1) (49.9) 2　取り組むための組織体制が不十分であったため

(34.5) (34.2) 3　人的資源が不足しているため

(10.3) (24.8) 4　事業実施に必要な情報が不足していたため

(3.5) (24.0) 5　効果的な事業計画が設計できなかったため

     - (5.5) 6　効果が見込めなかったため

(6.9) (11.0) 7　取り組むための準備期間が不足していたため

(55.2) (35.0) 8　ほかに優先度の高い事業があったため

     - (19.4) 9　住民のニーズ・要望が高くないため

(31.0) (6.8) 10　その他（具体的に ）

(10.3) (6.6) 無回答

　　【問5（１）「e　結婚応援フォーラム」で１～３を選択しなかった自治体へ】

（5）

都道府県 市区町村

(30.3) (34.0) 1　財源がなかったため

(24.2) (48.1) 2　取り組むための組織体制が不十分であったため

(24.2) (32.7) 3　人的資源が不足しているため

(9.1) (25.3) 4　事業実施に必要な情報が不足していたため

(6.1) (25.7) 5　効果的な事業計画が設計できなかったため

(12.1) (14.8) 6　効果が見込めなかったため

(9.1) (10.2) 7　取り組むための準備期間が不足していたため

(69.7) (36.6) 8　ほかに優先度の高い事業があったため

(6.1) (22.2) 9　住民のニーズ・要望が高くないため

(12.1) (4.0) 10　その他（具体的に ）

     - (6.4) 無回答

　　【問5（１）「f　子育て支援パスポート事業」で１～３を選択しなかった自治体へ】

（6）

都道府県 市区町村

     - (29.0) 1　財源がなかったため

     - (41.4) 2　取り組むための組織体制が不十分であったため

     - (27.7) 3　人的資源が不足しているため

     - (25.4) 4　事業実施に必要な情報が不足していたため

     - (21.3) 5　効果的な事業計画が設計できなかったため

     - (7.4) 6　効果が見込めなかったため

     - (9.2) 7　取り組むための準備期間が不足していたため

     - (29.7) 8　ほかに優先度の高い事業があったため

     - (12.1) 9　住民のニーズ・要望が高くないため

     - (2.9) 10　協力店舗・協賛店舗が集まらなかったため

(100.0) (21.5) 11　その他（具体的に

     - (7.2) 無回答 ）

平成27年度に、「乳幼児とのふれあい体験学習」を実施しなかったのは、どのような理由からでしょうか。（いくつでも）　都
道府県　(n=29)　　市区町村　(n=824)

平成27年度に、「結婚応援フォーラム」を実施しなかったのは、どのような理由からでしょうか。（いくつでも）
都道府県　(n=33)　　市区町村　(n=1,261)

平成27年度に、「子育て支援パスポート事業」を実施しなかったのは、どのような理由からでしょうか。
（いくつでも）　　都道府県　(n=1)　　市区町村　(n=1,049)
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　　【すべての自治体へ】

（7）

取組む予
定はない
（平成28
年度から
取り組む
のをやめ
た場合を
含む）

昨年度は
実施して
いなかっ
たが、平
成28年度
から取り
組んでい
る

平成28年
度は取り
組んでい
ないが、
次年度以
降取り組
む検討を
している

無回答

都道府県 (68.1) (17.0) (6.4) (8.5)      -

市区町村 (28.9) (50.9) (3.0) (12.9) (4.4)

(59.6) (14.9) (8.5) (17.0)      -

(9.1) (72.5) (1.9) (10.7) (5.8)

(29.8) (44.7) (6.4) (17.0) (2.1)

(1.9) (78.6) (1.4) (11.8) (6.3)

(29.8) (44.7) (2.1) (21.3) (2.1)

(33.0) (51.1) (2.0) (9.4) (4.5)

(23.4) (31.9) (29.8) (12.8) (2.1)

(0.9) (81.6) (1.1) (10.4) (6.1)

(97.9)      - (2.1)      -      -

(17.7) (66.2) (1.7) (8.8) (5.7)

(4.3) (74.5)      - (19.2) (2.1)

(0.7) (82.4) (1.0) (9.9) (6.1)

(8.5) (57.5) (4.3) (27.7) (2.1)

(5.6) (72.5) (1.2) (14.9) (5.9)

(6.4) (6.4)      -      - (87.2)

(2.8) (29.8) (0.5) (2.8) (64.2)

地域の課題の抽出・分析等を行い住民に共有する取
組

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

f

g

h

i

男性の配偶者の出産直後の休暇取得の促進・男性の
家事・育児への参画を促進する取組

ライフデザイン教育（学生対象）

ライフデザイン教育（成人・結婚適齢期の親対象）

乳幼児とのふれあい体験学習

結婚応援フォーラム

子育て支援パスポート事業

講演会・セミナー等の講師の育成

それぞれの「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」事業について、平成28年度
以降の取組についてお知らせください。（それぞれ１つだけ）　　都道府県　(n=47)　　市区町村　(n=1,286)

平成28年度現在も
継続して取り組んで

いる

a

b

c

d

e
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　　【すべての自治体へ】

問6

(1)他自治体におすすめしたい事業名

(2)その事業の領域（いくつでも）　　　　都道府県　(n=47)　　市区町村　(n=1,286)

都道府県 市区町村

(31.9) (6.4) 1　結婚に対する取組

(44.7) (8.9) 2　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

(25.5) (85.5) 無回答

(3)その事業の特長、効果・成果が得られたポイントをお聞かせください。

問7

都道府県 市区町村

(93.6) (11.2) 1　平成26年度地域少子化対策強化交付金事業（平成26年度補正予算分）を実施した　⇒問9へ

(6.4) (79.2) 2　平成26年度地域少子化対策強化交付金事業（平成26年度補正予算分）は申請していない・取下げた

     - (0.9) 3　平成26年度地域少子化対策強化交付金事業（平成26年度補正予算分）は不採択になった　⇒問9へ

     - (8.7) 無回答

問8

都道府県 市区町村

(66.7) (23.1) 1　取り組みたい事業内容がこの交付金の要件に合致しなかった

(33.3) (41.7) 2　申請要件となる「先駆性」のある事業が立案できなかった

     - (5.7) 3　計画していた事業に対し、他の交付金・財源が使える見込みがあったため

     - (6.2) 4　申請するための手続きがわかりにくかった

     - (23.3) 5　立案のための期間が足りなかった

     - (26.6) 6　当自治体では結婚に対する取組等に取り組んでいない（取り組むのをやめた）ため

     - (4.9) 7　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(33.3) (1.8) 無回答

【すべての自治体へ】

問9

平成26年度地域少子化対策強化推進交付金事業（平成26年度補正予算分）についてお尋ねします。

貴自治体で、平成26年度地域少子化対策強化推進交付金事業（平成26年度補正予算分）に申請しなかった・取り下げた
理由をお知らせください。（いくつでも）　　　　都道府県　(n=3)　　市区町村　(n=1,018)

現在の地域少子化対策重点推進交付金に対するご要望・ご意見がありましたら、自由にお聞かせください。

貴自治体でこれまでに取り組んできた地域少子化対策強化事業（平成25年度補正予算事業、平成26年度補正予算事
業、平成27年度補正予算事業、平成28年度当初予算事業を含む）の中で、「他自治体におすすめしたい事業」を１つご紹
介ください。

【全体票】　５．地域少子化対策強化交付金実施事業についてお尋ねします

貴自治体では、平成27年度に実施の平成26年度地域少子化対策強化推進交付金事業（平成26年度補正予算分）を実施
しましたか。（１つだけ）　　　　都道府県　(n=47)　　市区町村　(n=1,286)

「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・機運の醸成の取組」の2領域
の取組の中でお知らせください。

【問7で「2　平成26年度地域少子化対策強化交付金事業（平成26年度補正予算分）は申請していない・取り下げた」と回答
した自治体へ】
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　　　【すべての自治体へ】　

問10

都道府県　(n=47)　　市区町村　(n=1,286) 都道府県 市区町村

(61.7) (22.4)

(36.2) (74.4)

(2.1) (3.2) 無回答

(89.4) (24.8)

(10.6) (71.9)

     - (3.3) 無回答

(97.9) (79.3)

     - (17.3)

(2.1) (3.4) 無回答

(100.0) (50.9)

     - (44.8)

     - (4.4) 無回答

(93.6) (46.7)

(4.3) (49.2)

(2.1) (4.0) 無回答

【すべての自治体へ】

問11 少子化対策事業展開における貴自治体の課題がありましたらお聞かせください。

問12 少子化対策事業の今後の方向性等について自由にお聞かせください。

※上記の（例）は、あくまでも例示です。

【全体票】　６．「少子化社会対策大綱」の施策に関する数値目標の
取組状況確認のためにおたずねします。

 「少子化社会対策大綱」（平成27年3月20日閣議決定）では、平成31年度末において70％以上の市区町村が結婚・妊娠・
出産・子育ての各段階に対応した総合的な少子化対策を行っていることを目標に掲げています。
そこでお尋ねしますが、貴自治体では、平成27年度末時点において「総合的な少子化対策」を行っていましたか。
下記の項目それぞれについて、現在の実施状況をお知らせください。
※次のa～eすべてを行っている自治体は、「総合的な少子化対策」を行っている自治体といえます。

実施状況
（１つだけ）

1　実施している

実施している具体的
な取組名・内容

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行
うための仕組みの構築
（（例）ワンストップ相談窓口の設置、関係団体のネット
ワーク化 等）

結婚段階の支援（情報提供を含む）
（（例）マッチングシステムの高度化、マリッジサポーター
の育成・交流 等）

妊娠・出産段階の支援（情報提供を含む）
（（例）不妊治療等への支援、妊娠・出産に関する正しい知
識の情報提供、産後ケアの充実、妊娠・出産に関する相
談支援 等）

結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくり
（（例）子育てサポーター人材育成、放課後児童クラブにお
ける学習サポーター養成、子育て支援パスポート等事業、
子育てバリアフリーの推進 等）

結婚・妊娠・出産・育児への前向きな機運の醸成
（（例）出産直後の男性の休暇取得や男性の家事・育児へ
の参画を促進する機運醸成の取組、乳幼児とのふれあい
体験、ライフデザインに関する取組 等）

a

ｂ

ｃ

ｄ

e

2　実施していない

1　実施している

2　実施していない

1　実施している

2　実施していない

1　実施している

2　実施していない

1　実施している

2　実施していない
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Ｆ１ 最初に、このシートのご記入者様についてお知らせください。
（アンケートの内容等について後日照会する必要がある場合に利用させていただきます。）

部局課・
室・係名
ご記入者
様氏名

役職

電話番号 （内線）

FAX Email

Ｊ１

事業名

事業領域 都道府県 市区町村

(41.3) (50.0) 1 結婚に向けた情報提供等

(45.3) (39.6)
(24.0) (19.8) 3　「結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備」のうち機運醸成に関する取組

(1.3) (2.8) 無回答

主幹部署

連携部
署・組織
事業の
概要

Ｊ２

都道府県 市区町村

(44.0) (61.3) 1 これまで取り組んだことのない新規事業として立ち上げた

(49.3) (34.0) 2 これまで取り組んでいた事業をベースに、今回の交付金で拡充して実施した

(2.7) (0.0) 3 その他（　

(4.0) (4.7) 無回答

Ｊ３

都道府県 市区町村

(46.7) (57.6) 1 これまで財源が確保できず取り組めなかったことに着手したいため
(66.7) (45.3) 2 これまで取り組んできた事業の課題を解決し、さらに拡充を図りたいため
(16.0) (8.5) 3 他自治体の導入実績・効果等を知り、導入を図りたいため
(2.7) (8.5) 4 事業を主管する部署・組織の体制が整ったため
(44.0) (19.8) 5 自治体としての行動計画を推進していくため
(14.7) (26.4) 6 首長が積極推進しようとしているテーマであるため
(10.7) (7.6) 7 住民の要望が高いため
(2.7) (7.6) 8 地域の企業や団体の支持や協力が得られる機運が高まったため
(8.0) (9.4) 9 その他 （ ）
(2.7) (1.9) 無回答

J1でご記入いただいた事業（以下、「この事業」と言います）と既存の「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・機運の醸成の取組」（以下、「結婚に対する取組等」といいます。）との関係につい
てお知らせください。（１つだけ）  　　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

地域少子化対策強化交付金（平成26年度補正予算）で、この事業を立ち上げたのは、どのような地域背景・理由・経緯か
らでしょうか。（いくつでも）     　　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

このシートにご記入いただく平成26年度地域少子化対策強化交付金事業（平成26年度補正予算分）についてお知らせく
ださい。　　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

※今回の調査対象は、「結婚に対する取組」と「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2

分野に対応する事業となっています。この2分野は、平成26年度地域少子化対策強化交付金事業（平成26年度補正予算分）の対象分野の

中では、上記に記載の3分野に該当します。

※貴自治体にご回答頂きたい事業は、「ID_PW_ご回答票一覧」ファイル内に記載の対象事業となっております。お手数ですが、「ID_PW_ご回

答票一覧」ファイルをご確認ください。

2　少子化対策への前向きな機運の醸成

連絡
・照会先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【事業別票】
貴自治体が平成27年度に実施した平成26年度地域少子化対策強化交付金事業の取組のう
ち、平成27年度地域少子化対策重点推進交付金事業の対象分野である「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・機運の醸成の取組」のいず
れかに当てはまる事業について、個々の事業ごとにお伺いします。
※平成26年度地域少子化対策強化交付金事業の中で複数の事業に取り組んでおられる場合には、効果・反響が
大きかった事業を２つお選びいただき、それぞれの事業につき1シートずつご回答ください。

自治体名
都道府県

名
市区町村

名
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【J３で「3　他自治体の導入実績・効果等を知り、導入を図りたいため」と回答した自治体へ】

Ｊ４ 他自治体の導入実績・効果等は、どのようにして知ったのでしょうか。（いくつでも）

都道府県 市区町村

(66.7) (66.7) 1 地域少子化対策強化交付金事業の好事例として紹介されているHP、事例集等を見て
(41.7) (44.4) 2 少子化対策の事例として紹介されているHPや事例集を見て
(41.7) (11.1) 3 少子化対策をテーマにした懇談会、講習会、セミナーでの発表を聞いて
(41.7) (0.0) 4 他の自治体と連絡を取り合う中で知って
(25.0) (0.0) 5 自治体間での連絡会・情報交換会で情報を得て
(0.0) (0.0) 6 知事会議・知事間情報交換会等で情報を得て
(16.7) (0.0) 7 他の自治体から紹介されて
(0.0) (0.0) 8 コンサルタント・専門家・コーディネーターから紹介されて
(16.7) (33.3) 9 新聞、雑誌、テレビ番組等で紹介されているのを見て

(0.0) (0.0) 10 その他（ ）

(0.0) (0.0) 無回答

【すべての自治体へ】

Ｊ５ この事業を行うにあたり、連携した自治体・組織等があれば具体的にお知らせください。（いくつでも）

     　　　　　　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

1 自治体内の他部局 13 児童館 　25 テレビ・ラジオ局

2 都道府県内の他の市区町村 14 ＰＴＡ 　26 新聞・出版社

3 他の都道府県自治体 15 福祉施設 　27 タウン誌 ）

4 保健所、保健センター 16 児童相談所 　28 その他（ ）

5 保健アドバイザー 17 ＮＰＯ組織 　29 その他（ ）

6 病院、医療機関 18 地域の町会・自治会 　30 その他（ ）

7 保育園・幼稚園 19 地域のボランティア 　31 その他（ ）

8 子育てひろば 20 民生委員 　32 その他（ ）

9 小学校 21 労働組合 　33 その他（

10 中学校・高校 22 地元企業

11 大学・短大・専門学校 23 商業施設、商店街

12 学童クラブ 24 公民館・市民センター 　無回答

Ｊ６ この事業を実施したことによる結果として、あてはまる内容をすべてお知らせください。（いくつでも）

都道府県 市区町村

(12.0) (6.6) 1 自治体内の既存の結婚に対する取組等を整理し、見直しを図ることができた

(57.3) (62.3) 2 これまで取り組んだことのない新規事業を行うことができた

(52.0) (30.2) 3 これまで実施してきた結婚に対する取組等を拡充・発展させることができた

(13.3) (8.5) 4 自治体内の結婚に対する取組等の組織体制を拡充・発展させることができた

(5.3) (11.3) 5 既存の結婚に対する取組等の、結婚・妊娠・出産・育児で切れ目があった部分をつなぐことができた

(36.0) (20.8) 6 結婚・妊娠・出産・育児に関する切れ目のない「情報提供」が図ることができるようになった

(12.0) (11.3) 7 結婚・妊娠・出産・育児に関する切れ目のない「人的・組織的ネットワーク」がつくれた

(9.3) (17.0) 8 これまで以上に、自治体内の部局間での連携を図るようになった

(18.7) (2.8) 9 これまで以上に、他の自治体との連携を図るようになった

(34.7) (24.5) 10 これまで以上に、地域の関係諸団体・組織との連携を図るようになった

(36.0) (19.8) 11 地域において、結婚に対する取組等に関する機運が高まった

(26.7) (10.4) 12 自治体内の結婚に対する取組等に関連する予算が増加した

(20.0) (19.8) 13 他の自治体の結婚に対する取組等を参考にするなど、視野が広がった

(41.3) (35.9) 14 地域住民に広く事業のことが知られるようになった

(56.0) (25.5) 15 メディアでの紹介や取材問い合わせがあった(新聞・テレビ・雑誌・ラジオ・インターネット・タウン誌・ミニコミ誌など)

(24.0) (4.7) 16 企業での取組が拡大した

(4.0) (4.7) 17 その他（

(0.0) (0.0) 18 いずれもあてはまらない

(2.7) (2.8) 無回答

Ｊ７

都道府県 市区町村

(6.7) (8.5) 1 他の交付金に切り替えようとした

(25.3) (32.1) 2 自主財源で実施しようとした

(32.0) (34.0) 3 実施を延期し、次年度の地域少子化対策強化交付金に申請しようとした

(38.7) (30.2) 4 実施を断念した

(2.7) (4.7) 無回答

　　都道府県　(n=12)　　市区町村　(n=9)

　34 特に連携をとった自治体・、

　　組織人はない

貴自治体で、もし、平成26年度地域少子化対策強化交付金（平成26年度補正予算）が活用できなかった場合、同事業は
どのようにしたと思われますか。（いくつでも）　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

(8.0) (7.6)

(1.3) (0.9)

(4.0) (2.8)

(1.3) (1.9)

(32.0) (25.5)

(5.3) (8.5)

(10.7) (25.5)

(4.0) (11.3)

(0.0) (0.0)

(41.3) (30.2)

(9.3) (10.4)

(9.3) (9.4)

(36.0) (15.1)

(34.7) (15.1)

(25.3) (9.4)

(17.3) (29.3)

(4.0) (9.4)

(0.0) (3.8)

(0.0) (0.9)

(0.0) (0.0)

(0.0) (0.0)

(5.3) (7.6)

(2.7) (4.7)

都道府県 市区町村

(40.0) (43.4)

(62.7) (9.4)

(9.3) (2.8)

(10.7) (13.2)

(2.7) (1.9)

(16.0) (6.6)

(14.7) (23.6)

(12.0) (12.3)

(6.7) (3.8)

(12.0) (17.9)

(25.3) (13.2)

(5.3) (6.6)
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Ｊ８

都道府県

市区町村

Ｊ９

（1）

（2）

Ｊ１０ この事業の実施成果物（パンフレット、報告書、動画等）等は公開していますか。（１つだけ）

都道府県 市区町村

(29.3) (57.6) 1 いいえ

(68.0) (38.7) 2 はい　→　ホームページ等での公開がありましたら、そのURLをお知らせください。

（ ）
(2.7) (3.8) 無回答

Ｊ１１

都道府県 市区町村

(49.3) (25.5) 1 主に地域少子化対策重点推進交付金を活用して事業を継続している

(10.7) (10.4) 2 主に地域少子化対策重点推進交付金以外の交付金・補助金等を活用して事業を継続している

(21.3) (32.1) 3 平成28年度は、主に自治体の独自財源で事業を継続している

(16.0) (27.4) 4 取り組む予定はない（平成28年度から取り組むのをやめた場合を含む）

(2.7) (4.7) 無回答

Ｊ１２ この事業の今後の展望について、自由にお聞かせください。

この事業の、平成28年度以降の取組についてお知らせください。あてはまる番号１つにチェックをつけてください。（１つだ
け）　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

この事業の取組結果について、当初の目標をどの程度達成できたと思いますか。
「当初の目標をまったく達成できなかった」場合を０、「当初の目標を完全に達成できた」場合を１０として、０～１０の段階
でお答えください。（１つだけ）　都道府県　(n=75)　　市区町村　(n=106)

この事業に関して、貴自治体ではどのように評価していますか。

この事業を実施したことによって得られた効果や成果について、自由にお聞かせください。

この事業に対する反省点や課題について、自由にお聞かせください。

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.3) (9.3) (6.7) (26.7) (32.0) (6.7) (0.0)

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.8) (13.2) (12.3) (26.4) (30.2) (7.6) (0.0)

無回答

(17.3)

(7.6)

当初の目標を

まったく

達成できなかった

当初の目標を

完全に達成できた


