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《研究ノート》

子育て支援が地方を救う

─島根県邑南町における『日本一の子育て村構想』を通じた

「まちの持続可能性」の取り組みについて─

Possibility of the Diversion for Offender with a Disability
 in the Appeal Court
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鈴木友子、松原京佑、水田佳輝

安田　瑛、矢田若葉

はじめに

近年では、20代～30代の子育て世代が地方へ引っ越す子育て移住に注目が集まっている。

NPO法人「ふるさと回帰支援センター」の調査では１）、センターの利用者の年代の推移を

見ると、20代～30代の若者世代が大幅に増えており、2008年（20代4.0％、30代12.0％）か

ら2015年（20代16.1％、30代28.7％）と、20代、30代が全体の45％になった。これに対し

50代~60代 は、2008年（50代27.9％、60代35.1％） か ら2015年（50代16.3％、60代12.8％）

と、全体の63％から29.1％に半減した。地方への移住といえば、退職したシニアのセカン

ドライフというのがこれまでのイメージであるが、近年では20〜30歳の出産世代・子育て

世代の関心が高まっている。

若者の地方への移住希望が増加している背景としては、国が地方創生・人口減少克服に

向けて政策を総動員していることが推進要因として大きい。国は若者世代が自らの希望に

添って、地方で生活し、結婚、出産、子育てができる環境の整備を行うため、地方自治体

に対し、できる限りの支援策を講じることを掲げている。地方創生が重要政策となる中、

地方自治体が支援策を打ち出していることも大きな流れとなっているであろう。

「地方創生をテーマとした自治体首長へのアンケート調査」によれば２）、「地域活性化の

ために力を入れている政策」では、「子育て支援」をあげた自治体は63.8％（136件）にの

ぼった。続いて「観光促進」が45.5％（97件）、「産業振興」「地場企業の振興」「医療福祉」

がほぼ横並びで60件前後の回答であった。このように、子育て支援は自治体の重要政策に

位置づけられる中、少子化対策に多くの予算がつくようになっている。ただ、果たしてそ

れが効果的に使われているのか、同じ予算でより効果の高い施策がないか、といった子育

て支援の政策コストの検証の必要性についての指摘もある３）。このこととも関連して、少

子化対策の水準差による子育て期家庭の居住移動の差についてみると、少子化対策を調べ、

より良い子育て環境を理由に転入してくる市民が多いことも指摘されている４）。さらに、
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子育て支援政策が出生率と子どもの移動にどのような影響を及ぼすのかという実証分析に

おいては、自治体の子育て支援政策、特に保育所の整備状況は、当該自治体の子どもの出

生に与える影響はないが、他自治体から子どもを持つ親の移動を招く誘因となることが明

らかになっている５）。

このように、子育て支援政策は若者の移住希望に一定の効果を与えることが明らかにな

っているが、少子化対策が充実し、自然に恵まれたより良い子育て環境が整っていても、

雇用機会がなければ、居住移動に結びつくとは考えづらい。この点について、経済的に安

定した社会では、移動要因のなかで経済的なものの占める割合が大きく、職業的理由は人

口移動の意思決定の重要な要因であることが、人口移動理論でも指摘されている６）。若年

者が地方に定着するには、その地域に就業機会があることがきわめて重要な条件である。

地方自治体は子育て世代の居住移動に影響を与える理由だと論じられてきたこれらの要因

を参考にして、若者の移住・定住対策を検討することが課題となる。しかし、筆者らの知

る限りでは子育て支援や雇用機会の確保等の全体的な枠組みで、子育て世代の居住移動に

与える影響を検討した研究はまだ十分ではない。

そこで本稿では、子育て世代の移住希望者を増やすための政策的支援の在り方を検討す

るために、「子育て世代の居住移動に与える影響は何なのか」を考察することを目指す。そ

のために、地方創生と連携する子育て支援の政策特性を検討し、先進地域の子育て支援の

展開の実際を検討するとともに、政府統計および資料を収集・整理して子育て世代の居住

移動の傾向をマクロレベルでの分析を行い、子育て世代の居住移動に与える影響を考察す

る。

本論文は以下のように構成される。本論文では島根県邑知郡邑南町（以下、邑南町）を

対象とする。邑南町を対象にした理由は、島根県は、「ふるさと回帰支援センター」の調査

では、2015年の移住希望地の順位が前年の 8位から 3位に大幅に上昇し１）、邑南町は「日

本一の子育て村構想」を掲げて子育て支援の充実に取り組んできた実績があるからである。

第Ⅰ章では、少子化対策の展開の経緯を整理して、地方創生と連携する子育て支援の政策

特性を明らかにする。第Ⅱ章では、邑南町の子育て支援の実際を検討する。第Ⅲ章では、

人口移動に関する基本的な統計資料として、住民基本台帳に基づく移動統計を用いて邑南

町の子育て世代の人口移動の傾向を明らかにする。おわりにで、結論を述べる。

１．少子化対策と子育て支援の政策特性

（１）少子化対策の展開の経緯

「少子化」という言葉は、1992年の国民生活白書「少子社会の到来、その影響と対応」か

ら使われ始めたとされる。少子化がテーマとして取り上げられた背景には、1990年に、前

年の合計特殊出生率が調査開始以来最低となった「1.57ショック」として注目されたこと

がある。ただ、当時は政府が子どもを増やすための対策を講じることに、支持を得にくい
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状況にあった。1986年に男女雇用機会均等法が施行され、女性が仕事を持つことがようや

く認められた時期であったため、再び女性を家庭に戻すような政策には、女性の理解が得

にくかったことが考えられる。加えて、戦時中の「産めよ増やせよ」をスローガンとする

人口政策を想起させたこともあった。また、合計特殊出生率は1.57まで下がったが、当時

は人口もまだ増えていたので、少子化は必ずしも問題とは捉えられていなかった。

そのため、その後政府は少子化対策ではなく、1994年に「今後の子育て支援のための施

策の基本的方向について（エンゼルプラン）」を策定した。その基本的視点は、子どもにと

って安全な生活環境、ゆとりある教育など、幅広い内容を含むものであった。具体化され

た主な取り組みは「緊急保育対策等 5か年事業」であり、低年齢児保育など、当時の女性

の社会進出への対応に限定するかたちで子育て支援が進められた。

少子化に政府がどう対応すべきかについては、その後人口問題審議会において議論され

た。そこでは、大きく二つのことが確認された。一つは少子化が「概ねマイナスの影響」

であると確認されたこと、もう一つは政府として、少子化の「影響」への対応と少子化の

「要因」への対応の二つが必要であり、この二つが「少子化対策」と定義されたことであ

る。影響への対応とは、少子化で労働力が不足することへの対応である。一方、要因への

対応とは、少子化の要因に働きかけることにより、出生率の回復を期待して取り組む施策

であり、固定的な男女の役割分業や雇用慣行を是正し、子育て支援の効果的な推進を図る

ことである。この報告書を契機として、少子化の要因への対応としての少子化対策が前面

に出てくることとなる。

1998年には「少子化への対応を考える有識者会議」が設置され、その提言をふまえて政

府は1999年に、中長期的に進めるべき総合的な少子化対策の指針として「少子化対策推進

基本方針」を定めた。その後、少子化の主な要因であった晩婚化に加え、「夫婦の出生力

そのものの低下」という新しい現象がみられたことから、少子化の流れを変えるためのも

う一段の少子化対策（少子化対策プラスワン）が検討された。少子化対策プラスワンでは、

地域における子育て支援が打ち出された。

2003年には少子化社会対策基本法が施行された。この法律に基づき、政府は少子化に対

処するための施策の指針として大綱を策定した。同年には、次世代育成支援対策推進法

（以下、次世代法）も公布された。次世代育成支援という用語はこの法律から使われ始め

るが、これは「次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する」という意味で

ある。次世代法では、地方公共団体に、次世代育成支援に関する行動計画の策定を求めた。

次世代法は10年間の期限が設けられていたが、2013年に法の有効期限がさらに10年間延長

され、現在に至っている。

このように、「1.57ショック」当時は政府も少子化への対応に慎重であったが、出生率の

低下に歯止めがかからないなか、少子化対策が強化されていった。特に、これまで「子育

て支援」と言われていた領域に、少子化社会対策基本法の施行とあわせて「次世代育成支
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援」という言葉があてられた背景には、子育て支援を少子化対策の一環として明確に位置

付ける意図が感じられる。

その後、民主党が政権についた2009年以降、少子化対策はかなりの方向転換があった。

民主党政権では、子ども手当、高校無償化など、子ども・子育て支援の充実が図られた。

自民党と民主党の政権交代を含む2009年秋〜2013年では、子ども手当以降に経済的支援の

強化が進んだことに加え、子育て支援システムの包括的見直しの検討が進められて、子ど

も・子育て関連 3法の成立、消費増税に伴う新制度への7000億円の財源確保が実現した。

（２）子育て支援と地方創生

その後も政府は、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」を掲げ、2013年 8 月に

は「少子化危機突破タクスフォース（第 2期）が発足した。第 2期のタクスフォースでは、

地域の実情に応じた「切れ目ない支援」の重要性が指摘され、地域少子化対策強化交付金

が創設されたほか、人口目標の設定についても検討が行われた。これは2014年 5 月に、日

本創生会議により消滅可能性のある自治体のリストが公表されたことに加え、政府の「選

択する未来」委員会の中間整理で、50年後に 1億人程度の安定した人口構造を保持すると

いう目標設定の必要性が指摘されたことなどから、タスクフォースでも議題となったもの

である。

2015年 3 月には、子ども・子育てビジョンに次いで 3回目となる少子化社会対策大綱が

策定された。これには、子ども・子育てだけでなく、これまで取り組まれていなかった結

婚や妊娠に関する支援を充実させることが示されている。また、行政による結婚支援も新

たに加わった。5つの重点課題には、「子育て支援策を一層充実させる」「男女の働き方改

革を進める」の従来の取り組み以外に、新たに「若い年齢での結婚・出産の希望が実現で

きる環境を整備する」「多子世帯へ一層の配慮を行い、3人以上子供が持てる環境を整備す

る」「地域の実情に即した取組を強化する」が挙げられている。

2014年以降、少子化・人口減少問題は最大の国難の一つとされ、少子化対策は国政にお

ける最重要課題として大きく取り上げられるにいたった。「従来の子育て支援を中心とし

た少子化対策のみならず、地域活性化、女性の活躍推進、若者の雇用対策、定住促進等の

関連政策との連携など、様々な施策を総動員」し、「政府内に戦略本部を置くなど政府を挙

げた抜本的な少子化対策」を行うとされ、今後、一層の少子化対策メニューの検討と充実、

財源配分の強化がめざされている。こうして子育て支援は、少子化対策のみならず、地域

活性化等との連携という、大きな方向転換を迎え、様々な施策との連携のもと、「地方創

生」と連携した取り組みの推進などが新たに加えられた。

「地方創生」においては、「目指すべき将来の方向」として、将来にわたって「活力ある

日本社会」を維持することが掲げられ、その実現のために、人口減少に歯止めをかけなけ

ればならないとしている。若い世代の希望が実現すると、出生率は1.8程度に向上すること
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が見込まれることを示している。この地方創生の取組を地方が責任を持って戦略を推進で

きるよう財政支援を国が行うことによって、地方公共団体が自主性・主体性を発揮して地

方創生に取り組むことが期待される。また、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能に

する観点から矢継ぎ早の少子化対策と連携した取組を推進する地方創生策、交付金が見ら

れる。このように、少子化対策に注目する地方創生は2014年に安倍首相が政権の目玉に掲

げたテーマであるが、今は首相が昨年に表明した「一億総活躍社会の実現」に押され、そ

の存在感は乏しい。

2015年 9 月に行われた自民党総裁選において再選された安倍首相は、アベノミクスは第

2ステージに移ったとして、新たな「ニッポン一億総活躍プラン」を提唱した。“誰もが家

庭で、職場で、地域で、もっと活躍できる社会を作る”と述べ、新たな 3本の矢を掲げて

一億総活躍社会の実現を目指すと強調した。そして2015年度補正予算と2016年度予算案で

一億総活躍社会に関連した予算が計上された。一億総活躍社会を実現するために放たれた

新たな 3本の矢は、強い経済、子育て支援、社会保障である。新三本の矢の目標値は、そ

れぞれGDP600兆円、希望出生率1.8、介護離職ゼロである。

一億総活躍社会に関連した予算については、2015年度補正予算は歳出総額3.3兆円のう

ち約1.1兆円、2016年度予算案では訳2.4兆円が計上されている。第 2の矢の子育て支援に

ついては、補正予算では、子育て支援に511億円、 3世代同居促進に161億円などである。

2016年度予算案では、出生率の引き上げのために保育所の新設や家計支援に約1.5兆円が計

上されている。中身は児童扶養手当の引き上げに1,746億円、 1人親・多子世帯への支援に

3,436億円、教育費負担軽減に1,417億円などである。こうして地方創生から「一国総活躍

社会の実現」に政権の軸足が変わり、地方創生で取り組んでいた子育て支援は、一億の国

民を活躍できる社会へと導く目玉政策として「ニッポン一億総活躍プラン」に主舞台を移

した。

次に、子育て支援が以上のような国政における最重要課題として取り上げられる2014年

以前より、子育て支援と地域活性化との連携に取り組んできた邑南町を対象に、そこでの

子育て支援の実際と子育て世代の居住移動の傾向を検討する。

２．邑南町の概観

（１）地勢と産業・交通

邑南町は、島根県松江市から約110キロ離れた県中南部に位置し、西側は浜田市、北側は

江津市・川本町・美郷町、南側は広島県安芸高田市・北広島町の広島県北部に囲まれた面

積4,192㎢の広大な地域である。中山間地に代表的な盆地の多い地形で、中国山地の1,000m
級の急峻な地形も分布する中国山地の中央に位置する。地域とその周辺の気候は、日本海

性気候に属し、夏から秋にかけては台風の影響を受け、冬季は降雪のために降水量が増え

るという特徴がある。山陰地方でも特に積雪で生活条件の厳しい地域である。
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邑南町の歴史は、江戸時代には、一部天領の所属となり、たたら製鉄が最大の産業とし

て地域の生活基盤を支えた。今でも地域には、たたら製鉄の遺構等の文化財が数多く残さ

れている。主な産業は農業である。産業大分類別の就業者数をみると、就業者の割合は農

業が最も多く、次いで医療・福祉、建設業となっている。中国地方最大の河川である江の

川の清流と冷涼な気候を生かした米・高原野菜・ハーブ・和牛などの農産物は評価が高く、

A級グルメの町として宣伝している。

山々に囲まれた地ながら交通網はしっかり整備されており、高速道路を利用すれば、町

から広島市の中心部までの所要時間は 1時間圏内というアクセスのよさである。広島市内

へのアクセスの良さは、田舎暮らしに興味を持つ I ターン者や家庭の事情で町に戻るUタ

ーン者にも魅力である。また、通勤・通学が充分可能な距離であることから、高速バスや

自家用車を使って広島市内へ通勤・通学する町民も多い。「道の駅瑞穂」は、浜田自動車

道のインターからアクセスしやすく、新鮮な野菜等を求めて広島などから多数の買い物客

が来訪している。島根県側より広島市内からのほうがアクセスしやすいということもあり、

広島県側の市場との結びつきが強い。このように邑南町は、人口約120万人の政令指定都市

である広島市の郊外的位置づけをあわせ持つ農村地域に位置づけられる。

（２）人口構造

人口は、島根県、邑南町ともに減少傾向にあるが、邑南町の人口減少率は県と比べても

大きい（表１）。また、邑南町は高齢化率（総人口に占める65歳以上の人口の割合）が平成

22年に40.6％であるが、県（29.1％）、全国（23.0％）と、全国的に高齢化先進県である県

と比べても高齢化が進んでいる。一方、総人口に占める年少人口の割合は、平成 2年（15.6
％）、平成22年（10.6％）であり、総人口に占める生産年齢人口の割合は、平成 2年（56.0
％）、平成22年（48.8％）と、減少傾向にある。年少人口の割合、生産年齢人口の割合とも

に、県及び全国と比べ低くなっている（表２）。このように、邑南町では人口減少・高齢化

が全国及び県と比べ進んでいる。

表１　人口の推移（単位：人）
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表２　年齢別人口数・割合　　（単位：人、％）

（３）就業者の状況

表３に「平成17年、22年国勢調査」による就業者の状況を示した。これを見ると、平成

17年の就業者数は、農業1,664人（24.8％）、医療・福祉1,067人（15.9％）と、これらで全

体の就業者数の4割以上を占める。平成22年の就業者数は、農業1,323人（22.3％）、医療・

福祉1,198人（19.3％）となっている。平成17年と比べ医療・福祉の就業者が増える傾向に

あり、医療・福祉は雇用の大きな受け皿となっている。

就業者を就業地別に見てみると（表４）、町内で就業する者は、平成17年5,851人（87.1
％）、平成22年5,091人（85.7％）と、 9割近くを占めるが減少傾向にある。一方、町外で

就業する者は、平成17年857人（12.9％）、平成22年851人（14.3％）となっており、町外就

業者のうち、県内他市町村で就業する者は、平成17年468人（町外の就業者に占める割合

54.6％）、平成22年457人（同53.7％）であるのに対し、県外就業者は、平成17年389人（同

45.4％）、平成22年381人（46.3％）となっている。また、県外就業者のうち広島県での就

業者は、平成17年386人（県外就業者に占める割合99.2％）、平成22年380人（99.7％）と、

県外での就業者は広島県内に集中している。とくに、地理的に隣接する広島県北部との結

びつきが強い。このように、町での地元雇用は農業と医療・福祉が主要産業であり、町外

での就業は広島側へのアクセスの良さから広島県での就業者が多い。

３．日本一の子育て村構想

（１）「日本一の子育て村構想」立ち上げまでの経緯

人口減少・高齢化が進む町では、同町に定住する人を確保するために、「邑南町に住みた

い」という他市町村と差別化した魅力や、それを知ってもらいUIターンを検討してもら

うための施策を展開してきた。2011年（平成23年）より「攻めと守りの定住プロジェクト」
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表３　常住地による産業・15歳以上就業者数

表４　就業地別就業者数（単位：人・％）
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として、守りの「日本一の子育て村構想」を掲げて子育て世代にやさしく暮らしやすいま

ちづくりを進めるとともに、ここでしか味わえない食や体験を「A級グルメ」と定義した

攻めの「A級グルメ構想」を掲げ、新しい仕事づくりに取り組むとともに、徹底した移住

者ケアを進め、人口の社会増や出生率の上昇に取り組んできた。

一方、国においては、少子高齢化の進展が将来の社会に対して大きな重荷になるという

危機感から、2014年（平成26年）に「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、国を挙げ

て人口減少社会に歯止めをかけるための長期ビジョン及び総合戦略が示された。そして、

地方自治体に対しても総合戦略の策定が求められた。

邑南町においては、すでに長年にわたり過疎化による人口減少や高齢化問題を重点課題

に掲げて対策を行ってきたが、国においても人口減少対策が重要課題に掲げられ、各種施

策が推進されることになった。町は、これをこれまでに実施してきた様々な施策を拡充で

きるチャンスととらえ、引き続き人口減少の克服と地方創生に取り組むことになった。

（２）「日本一の子育て村構想」のための財源対応

邑南町は、地方創生のもと他の市町村が競って子育て支援の充実に取り組む以前から、

過疎対策事業債（以下：過疎債）のソフト事業分を使って「日本一の子育て村構想」を掲

げ、子育て事業に取り組んできた実績がある。過疎地域については、昭和45年に最初の過

疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、これま

で 4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきたが、平成

22年 4 月 1 日、平成27年度までの6年間の時限立法として、現行の「過疎地域自立促進特別

措置法の一部を改正する法律」が施行された。平成24年 6 月には、法制限をさらに 5年間

延長する一部改正が行われ、現在の法時限は平成32年度までとなっている。

この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び

生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対

策を実施するために必要な特別を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、も

って住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与

することを目的としている。

「改正過疎法」では、過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するために計画

制度が採られており、都道府県が行う過疎地域自立促進のための対策の大綱として、また、

市町村が「過疎地域自立促進市町村計画（第 6条）」を定める際の策定指針として、「過疎

地域自立促進方針（第 5条）」を都道府県が定めることができるとされている。また、市町

村が取り組む施策を内容とする「過疎地域自立促進市町村計画」は、「過疎地域自立促進方

針」に基づき、都道府県と協議した上で市町村議会の議決を経て定められるものである。

過疎債は、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）により過疎地域に指定

された市町村が、過疎地域自立促進市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発
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行が認められた地方債である。過疎債は、総務大臣が各都道府県に同意等予定額の配分を

行い、各都道府県知事が市町村ごとに同意（許可）を行う。その元利償還金の70％は普通

交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

例えば、事業費1,000万円で、国 1 / 4 、県 1 / 4 の補助金がある場合、過疎債を活用しな

い場合、1,000万円の負担割合は市 1 / 2 で、市は500万を一般財源から充てることになる。

これに対し、過疎債を活用した場合、市の負担は500万円から150万円に軽減される。市の

負担割合の500万円は全額過疎債の対象となり、元利償還金500万の70％にあたる350万円が

国の交付金で還元され、残りの150万円が市の一般財源を充てる部分になる。

改正過疎法により、平成22年度から、図書館や幼稚園の施設等のハード事業を拡充する

とともに、新たに「過疎地域自立促進特別事業：いわゆるソフト対策事業」も過疎債によ

る支援の対象となった。ソフト対策事業とは、産業振興、生活環境の整備、教育の進行、

医療の確保、集落の整備等の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域

社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業であ

る。基金の積み立ても含まれる。これにより、過疎地域の市町村が取り組む創意工夫に富

んだソフト事業についての充当が可能になった。

町はこの地方債を有効に使って、「日本一の子育て村構想」のための一般財源の支出を振

替え、向こう 5年間の財源確保の見通しをたてた。また、平成24年 6 月の過疎法改正によ

り有効期限がさらに 5年間延長（平成32年度まで）したことを活用し、「邑南町日本一の子

育て村推進基金」を造成し、過疎法の終了後の財源を準備している。このように、過疎債

がソフト事業の対象となり財源確保の見通しがたったことにより、邑南町ではすでに2011

年より「日本一の子育て村を目指して」と称して、保育料の無料化などの思い切った戦略

に取り組んできた。

（３）子育て支援の実際

町は2010年10月に保健課が提唱していた「日本一の母子保健事業」を発展させる方針を

打ち出し、財政課、保健課、定住促進課、福祉課等の関係課での協議を踏まえ、分野横断

的に「日本一の子育て村」を推進するための総合的な事業を展開することになった。そし

て、「日本一の子育て村を目指して」をテーマに10年計画を作った。①身近で安心な医療体

制、②子供医療費の無料化、③保育料無料化が 3本柱である。

まず医療を掲げたのは、子育て世代のUIター者が住み続けたいと思うかどうかは、安

心して医療を受けられるかどうかが重要であると考えたからである。その核になるのが公

立邑智病院である。同病院は、邑智郡内で唯一の急性期病院や救急病院として、地域の安

心の一翼を担っている。産婦人科医・小児科医・麻酔科の常勤により、安心して出産でき

る医療体制を確立している。また、2016年（平成28年）より院内託児所を開設し、職員が

働きやすい職場環境の整備にもつとめている。これ以外に、民間病院や町立診療所との連
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携強化、24時間救急受付（365日）、ドクターヘリによる緊急搬送（広島へ20分）等により、

都会からの子育て移住者も安心できる医療体制を構築している。

次に、医療費は中学校卒業まで無料となる。これ以外に妊婦健診について、国が定める

検査項目について全額助成や妊婦歯科検診費用助成により、妊娠・出産期への支援を行っ

ている。子育て支援については、保育料は第 2子以降全額無料である。また、放課後児童

クラブや病児保育・延長保育・一時預保育・障害児保育もそろえている。町内2か所の病児

保育室では看護師と保育士が対応しており、利用者数は、平成20年度（115名）、平成21年

度（218名）、平成22年度（209名）、平成23年度（328名）、平成24年度（320名）、平成25年

度（420名）、平成26年度（448名）と、増える傾向にある。

さらに、保育所完全給食も実施している。3歳児以上は主食が国の補助事業から外れて

いたため米飯持参であったが、夏場の衛生管理や冬場の冷たい弁当など課題があったため、

平成23年11月から地産地消として、顔の見える地元の農家から米を購入し完全給食を実施

している。保育所に通う入所児童数は397人（平成27年度）で、待機児童はゼロである。町

内には 9カ所の保育所があるが、統廃合はしない方針である。

４．子育て世代の移動状況

（１）出生数・合計特殊出生率の推移

こうした「日本一の子育て村構想」によって、目標とする出生数の増加や子育て世代の

移住・定住は進んでいるかについて検討してみよう。表５には、邑南町の出生数と合計特

殊出生率を示している。出生数は、平成23年（65人）、平成24年（64人）、平成25年（64

人）、平成26年（69人）と、ここ数年増加傾向にある。合計特殊出生率は、邑南町では、平

成23年（1.75）、平成24年（2.65）、平成25年（1.72）、平成26年（2.07）であるに対し、島

根県では、平成23年（1.61）、平成24年（1.68）、平成25年（1.70）、平成26年（1.70）、全国

では、平成23年（1.39）、平成24年（1.41）、平成25年（1.43）、平成26年（1.42）と、県及

び全国と比べかなり高い水準にある。このように、邑南町では人口減少・高齢化が全国及

び県と比べ進んでいる一方、合計特殊出生率は人口置換水準に迫る高さを維持していると

いう特徴がある。

表５　出生数・合計特殊出生率の推移
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（２）子育て世代の移動数・率の変化（人口移動の状況）

次に、邑南町でどの程度、子育て世代が増減しているのかを見てみよう。表６には、総

務省の『住民基本台帳人口移動報告』による、年齢階層別の転入超過状況を示している。

これは、どの程度人口が増減しているのか、人口の流出入の割合を年齢階層別に捉えたも

のである。1年間の転入者数から転出者数を差し引いた分が転入超過数であり、これをそ

の年の人口で除したものが転入超過率である。

これを見ると、全体の転入超過率・数は、平成25年には島根県−0.07％（−464人）、邑南

町−0.09％（−11人）と、いずれも転出超過の状況にあるのに対し、平成26年には島根県−

0.14％（−979人）、邑南町0.27％（＋30人）となっており、邑南町では転入超過に転じてい

る。さらに、転入超過率を年齢階層別にみると、10代後半と20代で転出超過率は大きくな

る。進学、就職に伴う流出層であろう。15～19歳の転入超過率は、平成25年には島根県−

3.39％（−1,148人）、邑南町−4.30％（−19人）、平成26年には島根県−0.16％（−522人）、邑南

町−3.31％（−14人）と、県、邑南町ともに転出超過状況にある。とくに邑南町の転出超過

率は大きい。島根県および広島県のいずれの大学・専門学校等に進学するにしても、自宅

通学が難しいことが影響していると考えられる。20代の転入超過率は、平成25年には島根

県−1.19％（−642人）、邑南町−3.40％（−17人）、平成26年には島根県−0.19％（−980人）、邑

南町−5.20％（−15人）となっており、邑南町の転出超過率が大きくなっている。一方、邑

南町では、30代の転入超過率はプラスに転じる。平成25年には、島根県0.41％（324人）、

邑南町1.25％（12人）、平成26年には、島根県0.53％（406人）、邑南町3.05％（29人）と、

県と比べ邑南町の転入超過率は大きい。30代の子育て世代が結婚・出産を機にUターンす

る、あるいは地方で子育てをとIターンする人たちであると考えられる。このように、邑南

町では子育て世代の30代の転入者が多いことが特徴である。

表６　年齢別転入超過率・数　（単位：％・人）
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（３）子育て世代の移動前の住所地

表６で示したように、邑南町では、30代の子育て世代の転入者が増えている。これらの

転入者はどこから移動してきているのだろうか。表７は、年齢階層別の移動前の住所地を

示す資料である。30代の子育て世代を対象に、県内外別の移動前の住所地について年次推

移を見ると、総数では、平成24年44人、平成25年59人、平成26年61人となっている。この

うち県外からの転入者は、平成24年29人（65.9％）、平成25年26人（44.1％）、平成26年42

人（68.9％）と、県外からの移動者が多い。県外からの転入者の多くは広島県からであり、

平成24年12人、平成25年 9 人、平成26年23人となっている。一方、県内からの転入者は、

平成24年15人（34.1％）、平成25年33人（55.9％）、平成26年19人（31.1％）と、県外と比べ

少ない。このように、邑南町では広島県を中心とする県外からの子育て世代の転入者が多

い。

表７　年齢階層別の移動前の居住地　（単位：人）

（４）子育て世代の現住地選択理由、移動理由

次に、子育て世代の邑南町への転入理由について見てみよう。これについては、データ

が公表されていないため、島根県庁統計調査課に依頼し独自に入手した資料により、転入

理由を把握する（表８）。

これによると、20代の転入は、就職の理由によるものが多い。30代では、平成24年10月

〜25年 9 月の転入理由は、転勤10人、就職 9人、結婚・離婚 7人、退職・家庭の事情 7人、

住宅 6人、その他 6人、転職・転業 4人、不詳 1人となっている。平成25年10月〜26年 9

月では、結婚・離婚14人、就職13人、転職・転業 9人、住宅 9人、転勤 6人、退職・家庭

の事情 6人、その他 5人となっている。

島根県の調査において、移動理由の選択肢として「出産」「子育て」という選択肢がとく

にない以上、既存の選択肢のなかで、「出産」「子育て」に関連した移動理由として挙げら

れるのは、「結婚・離婚」、「退職・家庭の事情」である。
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表８　年齢階級・移動理由別転入者数　（単位：人）

おわりに

本稿では、地方創生と連携する子育て支援の政策特性を整理するとともに、「日本一の子

育て村構想」を掲げて子育て支援の充実に取り組んできた島根県邑南町を研究対象として、

その実際と子育て世代の居住移動の傾向を検討した。これに併せて、子育て世代の居住移

動に影響を与える要因について考察する。

1990年以降、少子化対策の始まりとともに子育て支援策はその一環として位置付けられ

るようになり、充実が図られる。さらに、2014年以降、少子化対策は国政における最重要

課題として大きく取り上げられると、子育て支援は少子化対策のみならず、地域活性化と

の連携という大きな方向転換を迎え、地方創生と連携した取り組みが強調されるようにな

る。こうして、人口減少や高齢化問題を抱える多くの自治体は、地方創生と連携した子育

て支援の充実を図ることで人口減少や少子化に歯止めをかけるために、若者の移住促進を

目指している。さらに、地方創生で取り組んでいた少子化対策は、一億の国民を活躍でき

る社会へと導く目玉政策に軸足を移した。

こうした全国的な動きが始まる以前より、邑南町は「日本一の子育て村構想」を掲げて

子育て支援の充実に取り組んできた。その結果、合計特殊出生率の上昇や子育て世代の移

住者が増える傾向にある。このように子育て世代の居住移動者を増やしてきた要因には、

地域の地理的特性にあった子育て支援策を充実し、それを町の魅力としてメッセージ性を

込めて発信してきたことが大きいと考えられる。そのメッセージが「日本一の子育て村構

想」であり、これが“子育て支援を充実している町”として“他市町と差別化できる子育
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て支援”の展開につながっているといえよう。

邑南町は、広島市の郊外的位置づけをあわせ持つ農村地域に分類できる。この地域では、

近隣の広島県側に一定の雇用機会が存在することから、町内での雇用機会創出にそれほど

固執しなくてよい状況にある。子育て支援など生活環境を充実させることで近隣からの人

口の呼び込みを図っているように、子育て支援の充実によって魅力的なまちづくりを行い、

広くアピールすることで広島側からの移住者をひきつけている。

また、子育て世代の移住者にとって、移住先に住み続けるための重要な要因の一つが医

療の充実である。この点に関して、妊娠、出産、育児に関わる切れ目ない医療体制を確保

し続けていることも大きな強みである。さらに子育てに関する経済的支援等も含め、子育

て支援を重視するという町の取り組みを、「日本一の子育て村構想」というメッセージを込

めて、他市町村と差別化できる形で発信してきたことが、若い世代の町への呼び込みにつ

ながっているといえよう。広島市へのアクセスの良さという地理的特徴、移住者が住み続

けることができる医療の充実、広島市の郊外的位置づけであり近隣を含め一定の雇用機会

が存在すること、そして都会にはない自然環境という子育て支援の政策パッケージを、子

育て世代に伝わりやすいメッセージ性を込めて発信することが、子育て世代の移住者を呼

び込むことにつながると考えられる。

今、地域に関心が集まっている。そこで中心となる課題は、地域経済の活性化、交流人

口やUIターン者誘致による人口対策であり、これらの関連政策の要となるのが、若年者・

子育て世代の移住、定住促進であるが、どこかその施策はどの市町村も似通っているよう

な気がする。子育て支援の充実についても、他市町村と一律の施策で競い合うのではなく、

地域の地理的特性にあった他市町村と差別化できる魅力ある戦略を展開することが必要で

あるといえよう。

最後に今後の課題について、述べておきたい。今後に残された課題は多い。本稿におけ

る検討については、子育て世代の移動理由を明確にすることはできなかった。また、人口

動態に関する他市町村との比較分析を行い、少子化対策の優位性について検討することも

課題である。

【付記】

島根県邑南町の定住課の田村哲様には、資料の提供をはじめとする現地調査において貴

重なご意見をいただいた。ここに付して御礼申し上げます。

【注】

１）  NPO法人「ふるさと回帰支援センター」、ニュースリリース2016年2月15日＜http://www.
furusatokaiki.net/wp/wp-content/up＞
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２）  月刊事業構想2015年 3 月号

３）  阿部一知、原田泰「子育て支援策の出生率に与える影響　市区町村データの分析」『会計検査研

究』No.38、会計検査院、2008、pp.1-16。
４）  東川薫「福祉行政サービス及び医療環境の地域差による高齢者・子育て期市民の居住移動」『四

日市大学総合政策学部論集』4、四日市大学、2015、pp.63-87。
５）  中澤克佳、矢尾坂俊平、横山彰「子育て支援に関わる社会インフラの整備とサービスに関する研

究－出生率・子どもの移動に与える影響と先進事例の検討－」『ファイナンシャル・レビュー』

124号、財務省財務総合政策研究所、2015、pp.7-28。
６）  倉田和四生「人口移動論」『関西学院大学社会学部紀要』65、1992、pp.7-32。

【参考文献】

阿部一知、原田泰「子育て支援策の出生率に与える影響　市区町村データの分析」『会計検査研究』

No.38，会計検査院，2008

倉田和四生「人口移動論」『関西学院大学社会学部紀要』65，1992

中澤克佳、矢尾坂俊平、横山彰「子育て支援に関わる社会インフラの整備とサービスに関する研究

－出生率・子どもの移動に与える影響と先進事例の検討－」『ファイナンシャル・レビュー』124

号、財務省財務総合政策研究所，2015

東川薫「福祉行政サービス及び医療環境の地域差による高齢者・子育て期市民の居住移動」『四日市

大学総合政策学部論集』4，四日市大学，2015

守泉理恵「1990年以降の日本における少子化対策の展開と今後の課題」『Working Paper Series（J）』
国立社会保障・人口問題研究所，2014


