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Ⅰ．本調査研究の概要 
 

1 調査研究の目的 

本調査研究では、自治体における少子化対策の取組状況を把握するとともに、平成 25 年度に創

設された「地域少子化対策強化交付金」（平成 27 年度補正予算から「地域少子化対策重点推進交

付金」(以下「交付金」という。））について、これまでの活用状況や、地方自治体における「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」（以下「機運醸成の取組」という。）の実施状況（交付金事業を実施していない地方自

治体の取組を含む。）を把握し、交付金事業による効果を検証する。 

 

2 調査研究の概要 

 交付金の効果検証 

有識者で構成された企画・分析委員会の検討・助言のもと、次の(１)から(３)の内容・方法によ

り交付金の効果検証を実施した。 

(1) 自治体における少子化対策の取組状況 

全都道府県、全市区町村（47 都道府県、1,741 市区町村）を対象としたアンケートをもとに、

都道府県と市区町村における取組の推移について分析を行った。 

 

(2) 交付金事業の事例調査及び政策効果の分析 

事業効果を高める工夫や他の事業への波及等を分析するため、交付金を活用して少子化対策に

関する取組を実施した３事例を調査し、交付金の効果検証を行った。 

①新潟県新発田市、胎内市、聖籠町 

 事業名：新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業 

調査日：平成 30 年 11 月 21 日（水） 

②滋賀県 

 事業名：滋賀でもっと家族になろう推進事業 

調査日：平成 30 年 12 月 18 日（火） 

③愛媛県 

 事業名：愛顔の婚活サポート事業 

調査日：平成 30 年 12 月 20 日（木） 

 

(3) 平成 29 年度に実施された交付金事業の効果検証（試行） 

平成 29 年度に実施された交付金事業の政策効果を探るため、自治体から内閣府に提出された

「実施報告書」（※１）、「事後評価書」（※２）を用いた分析を行った。 

結婚新生活支援事業については、事業を実施した 234 の市町村のうち、最も支給世帯数が多い

兵庫県神戸市の取組に焦点を当てた。 

①平成 28 年度地域少子化対策重点推進交付金（平成 28 年度第２次補正予算） 

35 都道府県、33 市区町村、130 事業 

②平成 28 年度結婚新生活支援事業費補助金（平成 28 年度第２次補正予算） 
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234 市町村、234 事業 

③平成 29 年度地域少子化対策重点推進交付金（平成 29 年度当初予算） 

36 都道府県、145 市区町村、301 事業 

（※１）交付金事業の「実施報告書」：交付金交付要綱に基づき、事業を完了した日から起算して 30 日を経

過した日又は翌年度の４月 10 日までのいずれか早い日までに、交付金事業を実施した自治体が内閣総理

大臣に提出するもの。本調査研究では以下のものを参照している。 

   ・平成 28 年度地域少子化対策重点推進事業（平成 28 年度第２次補正予算）実施報告書 

   ・平成 29 年度地域少子化対策重点推進事業実施報告書 

（※２）交付金事業の「事後評価書」：交付金実施要領に基づき、翌年度の６月 30 日までに、交付金事業を

実施した自治体が内閣総理大臣に提出するもの。本調査研究では以下のものを参照している。 

   ・平成 28 年度地域少子化対策重点推進交付金（平成 28 年度第２次補正予算）事後評価書 

   ・平成 28 年度結婚新生活支援事業費補助金事後評価書 

   ・平成 29 年度地域少子化対策重点推進交付金事後評価書 
 

 企画・分析委員会の設置・運営 

本調査研究の実施に当たり、有識者による企画・分析委員会を開催し、調査研究の方針の検討

や本報告書の内容の検討を行った。 

(1) 企画・分析委員会の構成 

企画・分析委員会は、次の３名の企画・分析委員で構成した（敬称略、委員は五十音順）。 

委員長 南島 和久  新潟大学法学部 教授 

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 

委 員 坂本 純子  NPO 法人 新座子育てネットワーク 代表理事 

事務局 社会システム株式会社 

 

(2) 企画・分析委員会の開催 

企画・分析委員会の開催日時及び主な議題は、次のとおりである。 

・第１回 平成 30 年 10 月 29 日(月) 14：00～16：00 

議題：事例調査の候補、結婚新生活支援事業及び交付金事業の分析の方向性 

・第２回 平成 31 年２月８日(金) 14：00～16：00 

議題：結婚新生活支援事業の取組についての報告、アンケート（自治体を対象として実施）

結果の中間報告 

・第３回 平成 31 年３月 14 日(木) 14：00～16：00 

議題：報告書の内容についての協議 

 
 自治体における少子化対策の取組状況（アンケート調査及び同調査に基づく効果分析） 

(1) 調査対象と調査期間 

47 都道府県、1,741 市区町村（全自治体）を対象として、平成 30 年 12 月６日（木）から 12 月

27 日（木）までアンケートを実施した。なお、回収率を高めるため、調査期間内に回答がない自

治体に対しては追加調査を実施した。 
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(2) 調査票の配布・回収方法 

都道府県を対象としたアンケートは、47 都道府県の少子化対策担当部署に依頼した。市区町村

へのアンケートは、47 都道府県の少子化対策担当部署を経由して依頼した。アンケートの回収は、

電子メールにより行った。 

 

(3) アンケートの回収結果 

47 都道府県についてはすべて回収した（都道府県の回収率は 100％）。市区町村については 1,741

市区町村のうち 1,316 の市区町村から回収した（市区町村の回収率は 75.6％）。 

 

(4) 調査項目 

表Ⅰのとおりである。 

 

表Ⅰ  平成 30 年度 地域少子化対策重点推進（強化）交付金に関するアンケート 調査項目（概要） 

問番号 質問文 

F１ このアンケートを回答される方（連絡窓口のご担当となる方）についてご記入ください。 

問１ 
貴自治体では、平成 29 年度において、合計特殊出生率の改善を目標として掲げていました

か。 

問２ 

「結婚に対する取組」の条例、計画、担当課についてお尋ねします。 

（１）平成 29 年度に「結婚に対する取組」に関して定められた条例がありましたか。 

（２）平成 29 年度に「結婚に対する取組」に関して定められた計画がありましたか。 

（３）「結婚に対する取組」を平成 29 年度に主として担当した部署（課・室）として、最も

よく当てはまるものをひとつお選びください。 

（４）問２（３）で回答された部署には、「結婚に対する取組」を専門とするセクション（室・

係等）はありますか。 

問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」

の条例、計画についてお尋ねします。 

（１）平成 29 年度に「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したか。 

（２）平成 29 年度に「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がありましたか。 

問４ 

これまでの「結婚に対する取組」の実施時期、財源、人材についてお尋ねします。 

（１）平成 29 年度における、「結婚に対する取組」の実施および交付金の利用状況について

お尋ねします。 

（２）「結婚に対する取組」を進める上で必要な人材は、充足していますか。 

 

 

問５ 

 

 

「結婚に対する取組」の部署間、自治体間および他の団体との連携についてお尋ねします。 

（１）貴自治体では、「結婚に対する取組」の実施にあたり、複数の部署が連携して取り組ん

でいますか。 

（２）平成 29 年度における、貴自治体の「結婚に対する取組」の連携先の相手として、当て

はまるものをすべてお選びください。 
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問番号 質問文 

 

 

 

 

問５ 

 

（３）貴自治体の「結婚に対する取組」を実施するにあたり複数の部署で連携していない理

由について、最もよく当てはまるものをひとつお選びください。 

（４）貴自治体内では、「結婚に対する取組」を行うための企業、団体等様々な主体による地

域のネットワークが構築されていますか。 

（５）平成 29 年度における、「結婚に対する取組」における協働・協力体制（協力した相手

方）について、当てはまるものをすべてお選びください。 

（６）貴自治体内で「結婚に対する取組」を行うための企業、団体等様々な主体による地域

のネットワークが構築されていない理由として、最もよく当てはまるものをひとつお選びく

ださい。 

問６ 

平成 29 年度に「結婚支援センターの設置・運営」を実施した自治体にお尋ねします。 

a（１）平成 29 年度末時点における、結婚支援センターへの登録人数をご記入ください。 

a（２）結婚支援センターへの登録者から年会費を徴収していますか。徴収している場合はそ

の金額をご記入ください。 

a（３）結婚支援センターの利用者を貴自治体内に限定していますか。限定している場合はそ

の範囲をリストから選択してください。 

a（４）結婚支援センターにおける引き合わせ数、成婚組数は何組ですか。 

b（１）マッチング（システムによるもの）への登録者から年会費を徴収していますか。 

b（２）マッチング（システムによるもの）の利用者を貴自治体内の居住者、勤務者に限定し

ていますか。 

c（１）マッチング（システム以外によるもの）への登録者から年会費を徴収していますか。

徴収している場合はその金額をご記入ください。 

c（２）マッチング（システム以外によるもの）の利用者を貴自治体内の居住者、勤務者に限

定していますか。 

問７ 

平成 29 年度に「結婚に対する取組」を実施しなかった自治体にお尋ねします。 

平成 29 年度に「結婚に対する取組」をひとつも実施していなかった理由は何ですか。最もよ

く当てはまるものをひとつお選びください。 

問８ 

平成 29 年度に「結婚に対する取組」をやめてしまった自治体にお尋ねします。 

過去に取り組んだことはあるが、平成 29 年度は実施しなかった取組がある理由は何ですか。

最もよく当てはまるものをひとつお選びください。 

問９ 

新婚世帯に対する給付・助成等についてお尋ねします。 

平成 29 年度において、貴自治体では自治体内の新婚世帯に対し、給付・助成等（新生活を経

済的に支援する施策）を実施していましたか。 

問 10 

新婚世帯への給付・助成等を実施していた自治体にお尋ねします。 

実施している給付・助成等（新生活を経済的に支援する施策）の事業は以下のどれに当ては

まりますか。 

問 11 

（１）「結婚新生活支援事業」を実施する理由として当てはまるものを３つまでお選びくださ

い。 

（２）「結婚新生活支援事業」を効果的に執行するためどのような工夫をされていますか。 

 

問 12 

 

 

自治体独自の事業（祝い金の給付・助成等）を平成 29 年度に実施していた自治体にお尋ねし

ます。 

（１）貴自治体独自の給付等事業を行っている理由として当てはまるものを３つまでお選び

ください。 
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問番号 質問文 

 

 

 

 

問 12 

（２）貴自治体独自の給付等事業を主に担当している部署（課・室）として最もよく当ては

まるものをお選びください。 

（３）自治体独自の給付等事業を開始された年度はいつですか。 

（４）１件当たりの支給金額はいくらですか。 

（５）支給にあたり、対象世帯に条件を設けていますか。 

（６）具体的にどのような条件を定めていますか。当てはまるものをすべてお選びください。 

（７）事業を実施した効果がありましたか。当てはまるものをすべてお選びください。 

（８）平成 31 年度以降、内閣府の「結婚新生活支援事業費補助金」の活用を検討しています

か。 

問 13 

新婚世帯に対する給付・助成等を実施していない自治体にお尋ねします。 

（１）平成 29 年度における、貴自治体の新婚世帯を経済的に支援する給付・助成等を実施し

ていない状況として、当てはまるものをお選びください。 

（２）その事業をやめた理由として、当てはまるものをすべてお選びください。 

（３）現在、新婚世帯に対する給付・助成等を実施していない理由として、当てはまるもの

をすべてお選びください。 

問 14 

「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」

への取組み状況についてお尋ねします。 

 貴自治体の、平成 29 年度の「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」（少子化対策への前向きな機運の醸成）の実施状況をお尋ねします。 

問 15 

「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」

を実施した自治体にお尋ねします。 

（１）問 14 で「実施した」と回答した自治体にお尋ねします。それぞれの取組を平成 29 年

度に主に担当した部署（課・室）として最もよく当てはまるものをひとつお選びください。 

（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」を専門とするセクション（室・係等）はありますか。 

（３）平成 29 年度の「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」に関する取組について、協働・協力体制（協力した相手方）として当てはまる

ものをすべてお選びください。 

（４）「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」を

進める上で必要な人材等は、充足していますか。不足していると思われるものをすべてお選

びください。 

 

 

 

 

 

問 16 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度に「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」を実施しなかった自治体にお尋ねします。 

a「男性の配偶者の出産直後の休暇取得の促進に関する取組」を実施していない理由として、

最もよく当てはまるものをひとつお選びください。 

b「男性の家事・育児への参画促進に関する取組」を実施していない理由として、最もよく当

てはまるものをひとつお選びください。 

c「ライフデザイン教育（学生対象）」を実施していない理由として、最もよく当てはまるも

のをひとつお選びください。 

d「ライフデザイン教育（成人対象）」を実施していない理由として、最もよく当てはまるも

のをひとつお選びください。 

e「乳幼児とのふれあい体験」を実施していない理由として、最もよく当てはまるものをひと

つお選びください。 
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問番号 質問文 

 

 

 

 

 

 

問 16 

f「結婚応援フォーラム」を実施していない理由として、最もよく当てはまるものをひとつお

選びください。 

g「結婚応援パスポート事業」を実施していない理由として、最もよく当てはまるものをひと

つお選びください 

h「子育て支援パスポート事業」を実施していない理由として、最もよく当てはまるものをひ

とつお選びください。 

i「講演会・セミナー等の講師の育成」を実施していない理由として、最もよく当てはまるも

のをひとつお選びください。 

j「支援者（ボランティアを含む）の育成」を実施していない理由として、最もよく当てはま

るものをひとつお選びください。 

k「地域の課題の抽出・分析、見える化等の取組」を実施していない理由として、最もよく当

てはまるものをひとつお選びください。 

l「機運醸成の取組（キャンペーンなど）」を実施していない理由として、最もよく当てはま

るものをひとつお選びください。 

問 17 

以前、交付金を活用していたことのある自治体にお尋ねします。 

（１）地域少子化対策重点推進交付金（地域少子化対策強化交付金）事業を実施したことに

よる結果として、当てはまるものをすべてお選びください。 

（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」とのことですが、これ

までにその事業に取り組まなかった理由について、当てはまるものをすべてお選びください。 

問 18 

貴自治体において、以前交付金を活用して実施していた事業で、平成 30 年度に交付金を活用

せずに実施している事業や取組はありますか。ある場合は事業名または取組名（平成 30 年度

の名称）もご記入ください。 

問 19 

平成 29 年度を実施年度とする地域少子化対策重点推進交付金（平成 28 年度補正予算、平成

29 年度当初予算）を申請しなかった、または取り下げた自治体にお尋ねします。 

貴自治体で、交付金を申請しなかった、または取り下げた理由として最もよく当てはまるも

のをひとつお選びください。 

問 20 
貴自治体における結婚・妊娠・出産・育児に関する支援事業の切れ目への対応について、当

てはまるものをすべてお選びください。 

問 21 
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、ご記入くだ

さい。（自由記述） 

問 22 

「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。平成 29 年度末時点において、貴自治体で取り組んでいた

ものとして当てはまるものをすべてお選びください。市区町村におかれましては、都道府県

の取組でカバーされているものは取り組んでいると回答してください。 

問 23 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ご記入ください。（自由記述） 

 

 

 

 


