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はじめに
　わが国では子ども数は減少を続けているが、

女性の社会進出の増加等により、少子化対策

に対するニーズは高まっている。これを受け

て、地方自治体が少子化対策を強化する必要性

は増しているが、持続的に効果的な少子化対策

を行っていくためには、自治体の財政的負担を

考慮に入れる必要がある。本研究では、少子化

対策のうち子育て支援策に焦点を当て、児童福

祉費の増加を子育て支援に対する支出の増加と

して捉え、これに対する子ども割合の上昇の影

響を通じて、自治体の子育て支援策を行う際に

伴う負担を明らかにする。また、その背景にお

いて、高齢者支出から子ども支出への移転が進

んでいるのかどうかについても分析を行う。こ

こでは、1980、1990、2000、2005、2010 年の 5

時点の市町村別のクロスセクションデータを用

い、それぞれについて回帰分析を行うことによ

り、上記の時系列傾向を明らかにする。

　第一に、少子化対策と子育て支援策の定義を

示すことにより、子育て支援策の位置づけを明

らかにする。第二に、自治体が子育て支援策を

行う際に伴う負担の測定方法を提示する。第三

に、回帰分析を行うことにより、この負担の時

系列傾向を明らかにする。第四に、自治体が子

育て支援策を行う背景として、老人支出に対す

る子育て支出の相対的割合が上昇しているかど

うかについて、回帰分析を通じて明らかにする。

ここでは、被説明変数を「児童福祉費／老人福

祉費」としたモデルと、「老人福祉費／ 65 歳以

上人口」に対する「児童福祉費／ 15 歳未満人口」

の割合としたモデルの二つを設定した。

第 1節　子育て支援策の位置づけ
　本研究では、少子化対策のうち子育て支援策

に焦点を当て、これについての自治体の負担を

検証する。ここでまず、子育て支援策と少子化

対策の定義を示しておく。子育て支援策とは少

子化対策の一環として捉えられるものであり、

実際に子どもを育てている親およびこれから子

どもを持つ予定の人を対象とした施策を指して

いる（守泉 2009）。具体的には、保育環境の整備、

経済的支援、医療面の支援等が含まれる（畑山 

2010）。ここにおける経済的支援とは児童手当

のような金銭的支援、医療面の支援とは子ども

の医療費に対する助成等である。

　これに対して、少子化対策は子育て支援策も

含む幅広い内容であり、子どもを持つ親だけ

でなく、結婚・出産・子育てを取り巻く社会

環境の改革を目指す総合的なものである（守泉 

2009）。例えば、子育て支援策として捉えられ

る内容の他に、ワーク・ライフ・バランスを推

進することを目的とする労働政策も含まれる。

ワーク・ライフ・バランス推進策は、女性だけ

でなく男性も含めた働き方を根本から変えよう

とするものであり、労働時間の短縮や、不安定

就労の解消、同一賃金同一労働の達成等が含ま

れる（増田 2015a）。

第 2節　子育て支援策の負担の測定方法
　わが国では、2003 年に「次世代育成支援対

策推進法」が制定されて以降、少子化対策の実

施主体として地方自治体、企業の役割が大き

くなった。すなわち、この法律は、地方自治

体、301 人以上の一般事業主（2010 年 4 月 1 日

より、101 人以上に義務、100 人以下は努力義

務となった）等に対して次世代育成に対する行
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動計画の策定を義務付け、地域や職場におけ

る子育て環境の整備を目標としたものであっ

た（増田 2015a）1）。

　こうした状況においては、少子化対策や子育

て支援策を実施するにあたり自治体や企業の負

担がどの程度なのかを把握しておく必要があ

る。ただし、企業の負担についての言及や数量

分析は成されているが（例えば、鈴木（2004）、

森田（2006）等）、自治体の負担についての分析

は、筆者が確認した限り回帰分析等による数量

分析ではなく、自治体を対象にしたヒアリング

調査等となっている。例えば、松田（2013）では、

自治体が少子化対策を行うにあたっての問題・

課題として、「次世代育成支援策にあてる予算

の不足」を挙げる自治体が多いとしている。

　ここで、自治体における子育て支援策の負担

の測定方法を示しておく。本研究では、子育て

支援に対する支出の増加を児童福祉費の増加と

して捉え、15 歳未満人口が総人口に占める割

合が一単位上昇した際に、歳出額に占める児童

福祉費の割合が上昇した場合、これを子育て

支援策の実施に伴う自治体の負担として捉え

た（すなわち、「15 歳未満人口／総人口」のパラ

メータが正である場合、負担が生じていると捉

えた）。これは、見方を変えるならば、子育て

の支出についての財政効率が低下したと解釈す

ることもできよう。なお、ここで、児童福祉費

そのものではなく、歳出額に占める児童福祉費

の割合を用いたのは、自治体のスケールから影

響を受けないように処置するためである。また、

15 歳未満人口そのものではなく、総人口に占

める割合としたのも、同様にスケールの影響を

除去するためである。

　児童福祉費とは、児童に対して行われる福祉

サービスにかかる費用のことであり、子ども・

児童手当、児童扶養手当・児童育成手当、医療

費助成、公立保育園、私立保育園・保育室等、

児童館、学童保育等にかかる費用が含まれる。

これらは概ね子育て支援策のための支出項目で

あるが、家計において異なる目的のために使わ

れてしまう場合もある。例えば、子供・児童手

当は子育て負担を緩和すると同時に、家計の所

得支援としての役割も持っている 2）。ただし、

子育て支援のための支出とそれ以外とに分離す

ることは難しいため、本研究では児童福祉費の

増額を子育て支援に対する支出の増加として捉

えた。この点には留意が必要である。

　本研究で推定するモデルにおいては、被説明

変数には「児童福祉費／歳出額」、説明変数に

は「15 歳未満人口／総人口」を設定することに

なるが、加えて説明変数には財政力指数、都道

府県ダミーも加えた。財政力指数を加えたのは、

財政力のある自治体ほど子育て支援策が充実し

ているからである（松田 2007）。財政力指数と

は、基準財政収入額を基準財政需要額で除した

計数を過去 3 年間について単純平均したもので

あるため、この値が大きくなるほど自治体の財

政力は強いということになる。したがって、こ

のパラメータが大きいということは、財政力の

ある自治体ほど子育て支出を行う傾向が強いこ

とを意味する。都道府県ダミーとは、他の説明

変数から 47 都道府県ごとの特異性の影響を除

去するために設定したダミー変数である 3）。

　ここでは、市町村別の 1980、1990、2000、

2005、2010 年のデータを用いて分析を行った。

財政力指数、歳出額、児童福祉費、老人福祉費

は総務省「市町村別決算状況調」、人口は総務

省「国勢調査」、子ども手当及び児童手当、介

護保険給付額（後述）は内閣府「国民経済計算年

報」から用いた。1985、1995 年については欠損

している都道府県があったため、推定対象から

除外した。

　なお、分析を行うに際して、2010 年の児童

福祉費のデータの取り扱いには注意する必要が

ある。それは、2010 ～ 2012 年の間は子ども手

当が支給されていたため、それ以前の年と比べ

1） 行動計画は 2005 年から 2009 年までの前期と、2010 年から 2014 年までの後期とに分けられる。

2） また、子ども・児童手当等の所得補償は、養育費の上昇、子どもの価格の上昇を通じて子ども数を減

らす負の効果もある（森田 2005）。
3） それぞれの都道府県について、当該都道府県の場合は 1、それ以外は 0 と設定した。
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てその分だけ過大となっているからである。し

たがって、2010 年を他の年と同列に比較する

ため、以下の方法により、市町村別の超過分を

控除した。

　まず、①全国の 2010 年における子ども手当

額から 2009 年の児童手当額を控除することに

より、便宜的に 2010 年における児童手当額か

らの超過額を計算（これは、2010 年において仮

に児童手当を支給した場合 2009 年の額と同額

になるという仮定に基づく）。②こうして求め

た超過額を、市町村別の児童福祉費をウェイ

ト 4）として分割。③こうして求めた市町村別の

超過額を、市町村別の児童福祉費から控除し、

仮に児童手当のみが給付された場合の市町村別

の児童福祉費を計算。

　また、歳出額にも児童手当からの超過額が含

まれているため、ここからも差し引く必要があ

る。ここでは、上記の通り計算される市町村別

の超過額を、歳出額からも差し引くこととした。

　ここで、児童福祉費及び「児童福祉費／歳出

額」の各市町村の一国計の時系列の推移を示し

てみる。市町村の一国計とは、市町村別の児童

福祉費や歳出額を一国全体として足し合わせた

ものである。これを見ると明らかなように、い

ずれも上昇傾向を示しており（図 1、2）5）、子

どもに対する支出が増加していることを確認で

きる。また、2010 年については、児童福祉費

から子ども手当への超過額を控除した場合とし

ていない場合の両方が示されているが、超過額

が 1.4 兆円程度であることが分かる。

第 3節　子育て支援策の負担の推定
　表 1 は、「児童福祉費／歳出額」を被説明変数

としたモデルの推定結果を示したものである。

推定には最小二乗法（以下、OLS）を用いた。こ

れを見ると明らかなように、「15 歳未満人口／
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図 1　児童福祉費の推移（市町村の一国計）

注） ここでは東京 23 区を含む。

資料） 総務省「市町村別決算状況調」、内閣府「国民経済計算年報」により筆者作成。

4） ウェイトは以下の通りに計算した。

 　　
 

 　x は児童福祉費もしくは老人福祉費、i は市町村。

5） ここでは、1980 ～ 2010 年の間において可能な限り各年のデータを示しているが、1985 年、1995 年に

加えて、1981～ 84年、1986～ 89年についても欠損している都道府県があったため、対象から除外した。
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総人口」、財政力指数いずれのパラメータも有

意に正であった。また、これらのパラメータの

時系列の動きを図で示してみると、「15 歳未満

人口／総人口」のパラメータは 1990 年まで低

下した後、2010 年にかけて上昇している（図 3）。

このことは、子どもの割合が一単位上昇した際

に自治体が被る負担が時系列で上昇しているこ

とを示している。

　また、財政力指数のパラメータは、2000

年まで上昇し、2005 年にかけて低下した後、

2010 年にかけて再び上昇している（図 4）。こ

のことは、財政力のある自治体ほど子育て支援

に対する支出が大きいという傾向が強まってい

ることを示している。

　なお、本推定においては留意すべき点がある。

それは、「15 歳未満人口／総人口」は「児童福祉

費／歳出額」を決定すると同時に、「児童福祉費

／歳出額」が「15 歳未満人口／総人口」を決定

するという逆因果が存在しているという点であ

る。これは、児童福祉費の割合が大きくなると、

子育て負担の緩和を通じて子ども数の割合を上

昇させるというメカニズムである（このメカニ

ズムは、次節のモデル推定においても生じる）。

したがって、この点を考慮に入れれば、内生性

の問題を考慮に入れる必要がある。

　ただし、本推定では、以下の理由から内生性

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

図 2　「児童福祉費／歳出額」の推移（市町村の一国計）

資料）図 1 と同じ

表 1　推定結果（1）

被説明変数：児童福祉費／

歳出額
1980 年 1990 年 2000 年 2005 年 2010 年

財政力指数
0.005

（0.055）
0.018

（0.000）
0.034

（0.000）
0.030

（0.000）
0.036

（0.000）

15 歳未満人口／総人口
0.34

（0.000）
0.23

（0.000）
0.37

（0.000）
0.57

（0.000）
0.80

（0.000）

定数項
-0.05

（0.000）
-0.02

（0.000）
-0.03

（0.000）
-0.04

（0.000）
-0.06

（0.000）

自由度修正済決定係数 0.293 0.309 0.393 0.497 0.585

サンプル数 3,255 3,241 3,225 1,732 1,715

注） 括弧内は p 値

 都道府県ダミーの推定結果は割愛
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の問題に対処することは難しい（増田 2015b）。

内生性に対処する一つの方法として、操作変数

法を用いることが考えられるが、クロスセク

ションデータであるため、操作変数を特定化す

ることは難しい。また、操作変数を特定化する

ことが難しいため、OLS と操作変数法を用いた

場合に推定パラメータが有意に異なるかどうか

を通じて、内生性をハウスマン検定により検定

することも難しい。また、操作変数法以外にも、

内生性の問題に対処する方法として、傾向スコ

ア（Propensity Score）を用いた方法も考えられる。

この方法は、共変量の情報を用いた処理変数の

調整を通じて内生性の問題に対処することので

きる有用な方法である。ただし、共変量の選択

が難しく、また傾向スコアを用いた分析自体一

つの研究になり得るため、傾向スコアを用いた

分析は本研究の範囲を超えると考えられる。し

たがって、本推定において内生性の問題が内包

されていることには留意する必要がある。

第 4節　子育て支援策の負担と高齢者支出との
関係
　以上の結果により、時系列で子育て支援に伴

う自治体の負担が上昇していることが示された

が、この背景に、高齢者支出から子ども支出へ

移転が生じているかどうかを把握することは重
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図 3　「15歳未満人口／総人口」のパラメータの推移
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図 4　財政力指数のパラメータの推移
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要である。

（1）　子ども支出対高齢者支出の国際比較
　高齢社会においては、子ども支出に対して

高齢者支出が相対的に大きいことが知られて

おり（Siegel 2001）、高齢者に対する支出は子ど

も支出の犠牲の上に成り立っているという点

は、支配的な政治的議論の一部となっている

（Macnicol 2015）。この視点としては、米国の人

口学者プレストン（Samuel Hulse Preston）によ

る指摘が有名である。プレストンは 1984 年の

アメリカ人口学会の会長講演で、高齢社会にお

いては老年人口が年少人口に対して相対的に大

きくなることにより、高齢者の受ける社会福祉

の内容は改善され、より多くの恩恵を政府や民

間団体、企業から受けるようになったと指摘し

ている（竹内 2009）。

　こうした状況においては、高齢者支出は子ど

も支出に対して優位性を持っていると考えられ

るが、実際それがどの程度なのかを確認する必

要がある。そこで、高齢者支出に対する子ども

支出の割合について国際比較を行ってみること

にする。用いるデータは、国立社会保障・人口

問題研究所「社会保障費用統計」に所収されて

いる主要国のデータを用いるが、元データは

OECD Social Expenditure Database におけるデー

タである。ここでは、当データベースの「高齢」

支出に対する「家族」支出の割合について見る。

「家族」支出と「児童福祉費」、「高齢」支出と「老

人福祉費」（後で詳述）はそれぞれ内容が近い項

目なので、「家族支出／高齢支出」は「児童福祉

費／老人福祉費」として代用可能である。

　ここでは、二つのケースについて見る。一つ

は、「高齢」支出に対する「家族」支出の割合で

あり、もう一つは、「「高齢」支出／ 65 歳以上人

口」に対する「「家族」支出／ 15 歳未満人口」の

割合である。前者はマクロで見たケースであり、

後者はミクロで見たケースである。これらはい

ずれも、その性質上、高齢者から子どもへの世

代間移転を表す指標として用いることができる

と考えられるが、マクロで見たケースは総額同

士の比率なので、それぞれ関連する人口規模に

影響を受ける一方 6）、ミクロで見たケースは当

該人口で割った割合同士の比率なので、人口規

模に影響を受けることはない。なお、日本の

人口データは総務省「国勢調査」、他の主要国

の人口データは United Nations World Population 

Prospects, the 2012 Revision から用いた。

　図 5 は、2010 年度の「「家族」支出／「高齢」

支出」を主要国について示したものである。こ

れを見ると明らかなように、イギリス、スウェー

デン、ドイツ、フランス、アメリカ、日本の順

で高くなっている。また、図 6 は、2010 年度

の「「高齢」支出／ 65 歳以上人口」に対する「「家

族」支出／ 15 歳未満人口」の割合を主要国につ

いて示したものである。これを見ると明らかな

ように、イギリス、スウェーデン、ドイツ、フ

ランス、日本、アメリカの順に高くなっている。

　いずれの指標についても 1 を下回っており、

家族支出よりも高齢者支出に重きが置かれてい

ることは共通しているが、日本はいずれについ

ても順位が低くなっている。したがって、高齢

者と子どものどちらの支出に重きをおくべきか

という議論はさておき、少なくとも国際比較の

観点からは、マクロとミクロいずれにおいても、

日本において「高齢」支出に対して「家族」支出

（子ども支出）を増やす余地はあると言えるの

ではないか。

（2）　推定結果
　次に、子どもの割合が一単位増えた場合に、

日本における老人福祉費に対する児童福祉費の

割合がどれだけ変化しているのか見てみるこ

とにする（ここでは、データの制約上、2000、

2005、2010 年のみを対象とした）。ここでも、

前述したマクロで見たケースとミクロで見た

ケースについて示す。

　ところで、老人福祉費を変数として用いる場

6） 例えば、高齢者の数が多いとその分老人福祉費は多くなり、子どもの数が少ないとその分児童福祉費

は少なくなる。
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合、2000 年以降、老人福祉費に介護保険給付

額が含まれていないことには注意する必要が

ある。そこで、2000 年以降は市町村別の老人

福祉費に介護保険給付額を加算する必要がある

が、これは以下の方法により行った。

　①全国の介護保険給付額を、市町村別の老人

福祉費をウェイト 4）として分割。②こうして求

めた市町村別の介護保険給付額を老人福祉費に

加算することにより、介護保険給付額が加算さ

れた市町村別の老人福祉費を計算。

　図 7 は、老人福祉費の市町村の一国計の時系

列の推移を示したものだが、経年的に増加して

いることが分かる。また、図 8 は、「児童福祉

費／老人福祉費」の時系列の推移を示したもの

だが、いずれも 1 を下回っている。また、経年

的に見るとほとんど変化しておらず、マクロで

見ると高齢者支出から子ども支出へ移転はほと

んど進んでいないことが分かる。この傾向は推

定結果にも反映されている。表 2 は、被説明変

数を「児童福祉費／老人福祉費」、説明変数を「15

歳未満人口／総人口」、財政力指数、都道府県

ダミーとしたモデルの推定結果を示したもので
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図 6　「65歳以上人口当たり「高齢」支出」に対する「15歳未満人口当たり「家族」支出」の
割合の国際比較（2010年度）

資料） 国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」、United Nations World 

Population Prospects, the 2012 Revision、総務省「国勢調査」により筆者作成
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図 5　「高齢」支出に対する「家族」支出の割合の国際比較（2010年度）

資料）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」により筆者作成
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ある（図 9 は「15 歳未満人口／総人口」のパラ

メータの時系列変化を図示したもの）。これら

を見ると明らかなように、「15 歳未満人口／総

人口」のパラメータは有意に正であり、移転自

体は生じているものの、時系列でほとんど変化

しておらず、子どもの割合が上昇した際に、マ

クロで見ると高齢者支出から子ども支出への移

転は経年的に進んでいないことが分かる。

　しかし、ミクロで見ると状況は異なる。まず、

「老人福祉費／ 65 歳以上人口」と「児童福祉費

／ 15 歳未満人口」の一国計の時系列推移を見

ると（図 10、11）、いずれも上昇傾向を示して

いる。また、図 12 は、「老人福祉費／ 65 歳以

上人口」に対する「児童福祉費／ 15 歳未満人口」

の割合の時系列変化を示したものだが、上昇傾

向を示している。このことから、近年、ミクロ

で見ると、高齢者支出から子ども支出への移転

が経年的に進んでいることが分かる。

図 7　老人福祉費の推移（市町村の一国計）

注） 介護保険給付額を加算した後の計数

資料） 図 1 と同じ
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図 8　「児童福祉費／老人福祉費」の推移（市町村の一国計）

注） 児童福祉費は児童手当からの超過額を控除した後の計数

 老人福祉費は介護保険給付額を加算した後の計数

資料） 図 1 と同じ
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　ただし、推定結果を見ると状況は異なる。表

3は、「老人福祉費／ 65歳以上人口」に対する「児

童福祉費／ 15 歳未満人口」の割合を被説明変

数、「15 歳未満人口／総人口」、財政力指数、都

道府県ダミーを説明変数としたモデルの推定結

果を示したものである（図 13 は「15 歳未満人口

／総人口」のパラメータの時系列変化を図示し

たもの）。これらを見ると明らかなように、「15

歳未満人口／総人口」のパラメータは有意に負

となっている。このことは、ミクロで見た場合、

子どもの割合が上昇した際には、老人福祉費に

対する児童福祉費はむしろ減少することを示し

ている。これは、少子化により子ども数（もし

くは出生率）が減少（低下）している状況におい

ても、ミクロで見ると高齢者支出の方が重視さ

れていることを示すものでもある。ただし、パ

ラメータの負値は経年的に縮小していることか

ら、その傾向が弱まっていることが分かる。

おわりに
　本研究では、子どもの割合が上昇すると自治

体における子育て支援策の負担が経年的に強

まっている点、及びその背景において、高齢者

支出から子ども支出への移転はマクロレベルで

は経年的にほとんど進んでいないものの、ミク

ロレベルでは経年的にある程度まで作用して

表 2　推定結果（2）

被説明変数：児童福祉費／

老人福祉費
2000 年 2005 年 2010 年

財政力指数
0.343

（0.000）
0.200

（0.000）
0.213

（0.000）

15 歳未満人口／総人口
4.00

（0.000）
4.33

（0.000）
4.30

（0.000）

定数項
-0.36

（0.000）
-0.35

（0.000）
-0.33

（0.000）

自由度修正済決定係数 0.400 0.549 0.683

サンプル数 3,225 1,732 1,715

注） 括弧内は p 値

 都道府県ダミーの推定結果は割愛
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図 9　「15歳未満人口／総人口」のパラメータの推移：
被説明変数は「児童福祉費／老人福祉費」
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いる点が明らかとなった。これは、ミクロで見

た場合、子どもの割合が追加的に上昇した場合

に移転は逆方向（子どもから高齢者）となって

いたが、「老人福祉費／ 65 歳以上人口」に対す

る「児童福祉費／ 15 歳未満人口」の割合自体は

上昇傾向を示し、移転の進展を確認できたから

である。また、子どもの割合が追加的に上昇し

た場合に生じていた逆方向の移転も、経年的に

緩和されていたことから、今後、ミクロレベル

で高齢者から子どもへの移転は進む可能性があ

る。

　すなわち、このことは今後日本において、少

子高齢化、人口減少が進んでいく中で、高齢者

に偏っていた支出の流れが適正化される可能性

があることを示唆しており、より弾力的な子育

て支援策を行っていける可能性があると言えよ
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図 10　「老人福祉費／ 65歳以上人口」の推移
（市町村の一国計）
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図 11　「児童福祉費／ 15歳未満人口」の推移
（市町村の一国計）

注） 児童手当からの超過額を控除した後の計数

資料） 図 10 と同じ

注） 老人福祉費は介護保険給付額を加算した後の計数

資料） 総務省「市町村別決算状況調」、内閣府「国民経済計算年報」、

 総務省「国勢調査」により筆者作成。
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図 12　「15歳未満人口当たりの児童福祉費／
65歳以上人口当たりの老人福祉費」の推移（市町村の一国計）

注） 図 8 と同じ

資料） 図 10 と同じ

表 3　推定結果（3）

被説明変数：15 歳未満人口当たりの児童福祉費／

65 歳以上人口当たりの老人福祉費
2000 年 2005 年 2010 年

財政力指数
0.057

（0.065）
0.070

（0.006）
0.160

（0.000）

15 歳未満人口／総人口
-2.57

（0.000）
-2.16

（0.000）
-1.48

（0.000）

定数項
0.78

（0.000）
0.76

（0.000）
0.68

（0.000）

自由度修正済決定係数 0.177 0.238 0.251

サンプル数 3,225 1,732 1,715

注） 括弧内は p 値

 都道府県ダミーの推定結果は割愛
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図 13　「15歳未満人口／総人口」のパラメータの推移：被説明変数は
「15歳未満人口当たりの児童福祉費／ 65歳以上人口当たりの老人福祉費」
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う。これらの状況を踏まえて、今後は、企業や

自治体の子育て支援策の負担に一層着目し、適

宜、中央政府からの交付金の増額や自治体内に

おける当該予算の捻出を行い、実行可能で効果

的な子育て支援策を行っていく必要がある。

　ここで、本研究に関する課題を示しておく。

本研究では、回帰分析の手法により子育て支援

策に伴う自治体の負担を明らかにしたが、自治

体ごとの負担を詳細に検証するまでには至って

いない。今後は、自治体ごとに子育て支援策の

実施状況を把握し、類型化して比較検証してい

く必要がある。この理由は、自治体ごとに子育

て支援策として力を注いでいる項目は異なると

考えられるからである。これを明らかにできれ

ば、適宜、自治体の負担を緩和する措置等を中

央政府が講じることにより、効率的かつ効果的

な子育て支援策の実施が可能になると考えられ

る。

　ただし、そのためには、自治体ごとの子育て

支援策の詳細内容をまとめたデータベースが必

要となるが、現状ではまだ十分に利用できる状

況にはない。例えば、児童福祉費に関して言え

ば、自治体ごとの内訳項目の額を一括したデー

タベースが必要となる。こうしたデータベース

の利用環境の改善は、子育て支援策、延いては

少子化対策の効果分析の進展に大きく貢献する

と考えられる。
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