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要旨 
 

 

 少子高齢化が進み、将来においての労働力不足の危険性が増大している現在の日本では、女性が安

心して子供を産み、働きながらでも子育てのできる環境が求められている。では、具体的にどのよう

な環境があればよいのだろうか？ 

研究の結果、保育サービスが女性就業支援と少子化対策に有用であることが分かった。そして、保

育サービスのうちどれを充実させればよいかを模索した結果、近年注目を集めている「病児・病後児

保育サービス」が重要な役割を担うのではないかという考えに至った。 

病児・病後児保育サービスとは、病気にかかった子どもを預かって看護師や保育士が世話をすると

いうものである。感染力の強い病気でなければ預けることができ、親も仕事を休むことなく働くこと

ができる。共働きの家庭にとって、これほど心強い味方はないだろう。 

しかし、病児・病後児保育サービスは、認知度の低さから利用者が少なく、それゆえ助成金などの

補助も十分でないため、サービスの拡充が遅れている。施設を建てても採算が合わず、赤字経営を強

いられている施設も多い。実際に愛知県内で運営されている施設に対して実地調査を行った結果、地

域貢献のために赤字でも経営を続けているという施設もあることがわかった。また、そもそもの施設

数が少ないため、季節によっては利用したくても満員で利用できないなどの弊害も起こっている。 

では、病児・病後児保育サービスを拡充するためにはどうしたらよいのだろうか。ただやみくもに

施設数を増やしても、赤字額がかさんで財政に負担を強いるだけである。そこで本稿では、病児・病

後児保育サービスの運営方法に着目し、現在主流となっている「利用一回につきいくら」というもの

や「利用一時間につきいくら」というものではなく、「共済型」という形式について研究を重ねた。共

済型とは、事前に積立金を徴収し、利用の際にはお金を払うことなくスムーズに預けることができる

という、いわば保険のような仕組みである。 

本稿では、この共済型について、モデル検証を通して具体的な運営プランを提案する。これにより、

病児・病後児保育サービスの拡充、また女性就業支援と少子化対策につなげていきたい。 
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はじめに 
 

 

男女雇用機会均等法の施行により、夫婦の働き方が変化してきた現在の日本では、女性の社会進出

が進み、共働き世帯が増加している。少子高齢化によって将来の労働人口不足が危ぶまれているなか、

女性が安心して子供を産み、働きながらでも子育てのできる環境を整えることはとても重要であると

考えられる。 

本稿第 1 章にて参照する研究により、保育サービスの拡充が女性就業支援と少子化対策に有用であ

ることが証明されている。しかし、一概に保育サービスといっても様々なものがある。女性が子育て

と就労を両立させることのできる環境を整備するためには、どのサービスを充実させればよいのだろ

うか。本稿では、保育サービスの中でも特に病児・病後児保育制度に注目し、それが果たす役割と現

状における課題点を把握したうえで、サービス拡充のために「共済型」という運営方法の実施を提案

する。 

なお、本稿の構成は以下のとおりである。 

第 1 章では、病児・病後児保育サービスの概要と現状について把握し、実地調査で得た情報をもと

に問題点を洗い出していく。 

第 2 章では、本稿の研究に先立って書かれた論文を先行研究とし、それらの論文の内容を参照した

うえで、それらと比較しての本稿の位置づけを示す。 

第 3 章では、現行制度における経営シミュレーションを通して現在の病児・病後児保育サービスの

現状を具体的に把握し、のちに提唱する「共済型」の形式における経営シミュレーションを行ってそ

の有用性を明らかにしていく。 

 第 4 章では、前章でシミュレーションを行った「共済型」について、具体的な数値を用いて運営プ

ランの提示を行う。 
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第１章 問題意識・現状分析 
 

 

本章では、病児・病後児保育サービスについての基本事項や施設の運営状況を把握し、問題点をま

とめていく。 

なお、施設の運営状況については、愛知県内で病児・病後児保育施設を運営している「なかよしこ

どもクリニック（岩倉市）」、「キッズクラブひなたぼっこ（大府市）」、「楽田西子ども未来園（犬山市）」

の 3 施設を訪問し、実地調査に協力していただいた。調査実施日については、順に 2012 年 7 月 2 日

（月曜日）、2012 年 7 月 20 日（金曜日）、2012 年 6 月 29 日（金曜日）である。調査内容については本

章第 4 節で言及する。 

 

 

第 1 節 病児・病後児保育サービスを考える背景 

現在の日本では少子高齢化が進んでおり、将来の労働力が危ぶまれている。 

この現状を打破し、労働力を確保するためには、将来の労働力の担い手である子どもが増えること

が必要である。しかし、保育サービスが充実しているとは言えない今の日本では、子どもを産んだあ

とどう育てていくか、子どもを産んでもきちんと育てていけるのか、などの不安が拭いきれない。男

女雇用機会均等法の施行により夫婦の働き方が変化して共働き世帯が増加するなか、働く女性が安心

して子供を産み、働きながらでも子育てができるような環境が整備されていないことはとても大きな

問題である。 

では、女性の就業率と出生率を上げる要因は何か。これは、坂爪(2008)「都道府県別にみる出生率

と女性就業率に関する一考察」において述べられている。この論文では、効用関数を使ったモデルを

用い、保育サービスの充実度や労働時間の長さによって子どもの数や女性の就業選択が異なることを

示している。これによると、保育サービスの量・質がともに充実していれば女性は就業するようにな

り、また、子どもの数も増えるということであった。すなわち、保育サービスの充実は女性の就業率

と出生率を高める要因なのである。 

 また、女性就業率と保育所数・女性就業率と出生率の関係を都道府県ごとに表した次のグラフ（図

表１）を見ると、それぞれにおいて正の相関関係が認められる。女性就業率の比較的高い地域では、

子育てをしながら働けるような環境がある程度整っていることが影響しているものと考えられる。こ

れにより、保育サービスが充実すれば女性就業率が上昇し、それによって出生率も上昇するという結

果が得られた。 
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図表 1 女性就業率と保育所数・女性就業率と出生率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省『平成 18 年年度 国土交通白書』 

 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h18/hakusho/h19/html/i1240000.html） 

 

以上のことより、保育サービスの充実が女性の就業率と出生率を高めることが分かったが、保育サ

ービスの充実とはどのようなものなのだろうか。 

 内閣府が平成 21 年に発表した、子どものいる 20～49 歳の女性を対象とする「少子化社会対策に関

する子育て女性の意識調査」の中で、「保育所を少子化対策にいっそう役立てていくために保育所のサ

ービスをどのようにすることが望ましいと思うか」という質問に対し、全体の 54.7%が「病児・病後

児保育の充実が必要である」と回答した。これは、もっとも回答の多かった「待機児童問題の改善

(64.9%)」に次ぐ数字であり、女性が働くうえで病児・病後児保育サービスの充実が重要な位置にある

ことが示されている。 

また、高野・西村(2009)の『体調の良くない子供の保育』によると、厚生労働省が 2000 年に行った

調査のうちの「保育園に子どもを預けていて不満に思うこと」という項目の回答においても、「病気の

ときも預かって欲しい」が 1 位となっており、病児・病後児保育サービスに対しての非常に高いニー

ズが伺える。さらに、厚生労働省雇用均等・児童家庭局による「保育サービスに何を期待するか？

(2003)」という調査では「子供の病気時への対応(50.3％)」、経済産業省の「認可保育所を利用してい

て感じる問題は？(2001)」という調査では「子供が病気になるとみてもらえない(71.6％)」という回答

が大多数を占めているとしている。また高野ら自身による「家庭で父母以外に子供の面倒を見てくれ

る人がいるか？(2002)」という調査では、「いる(52.6％)」という回答が半数あったものの、その内訳

は「祖父母(95.6％)」、「知人(1％台)」であった。 

一方、全国の病児・病後児保育施設の数は約 500 件で、全国の保育所数約 30,000 件に対しわずか 2％

と圧倒的に少ないのが現状である。 

 

 以上の調査結果から、働き方の変化に伴った保護者の病児・病後児保育サービスへのニーズの高ま

りが読み取れる。そして、病児を保育することは家庭では難しく、保育所で預かってほしいと感じる

保護者が多いこともわかった。そのため、この分野の改善が保育サービスの充実という結果をもたら

す一要因であることがいえる。 

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h18/hakusho/h19/html/i1240000.html
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本稿では保育サービスの中でも特に病児・病後児保育サービスに焦点を当て、その課題を克服し、

サービスの充実方法を提言することで、女性の就業支援と少子化対策につなげていくことができるの

ではないかと考えた。 

 

 

第 2 節 病児・病後児保育事業の概要 

第 1 項 病児・病後児保育とは 

「病児保育」とは、普段保育園に通っている子どもが風邪などの軽い病気にかかり集団保育が不可

能になった場合に、その子どもを預かって世話をすることである。 

また、「病後児保育」とは、病気は治っているものの、まだ本来の状態に戻っておらず、普通の保育

メニューを受けるのが厳しい回復期の子どもを親に変わって世話をするというものである。基本的に

は回復期の「病後児」を対象にしているが、中には「病児」についても条件付きで見てもらえる施設

もある。 

利用に際しては、市町村から集団保育や家庭保育が困難であると認定されたのち、対象児をかかり

つけ医に受診させ、保護者と協議のうえで各施設が受け入れの決定を行う。 

 また、実施施設はその形態に応じて、病院や診療所がベースとなって開設される医療機関併設型、

既存の保育所に併設する形で運営される保育所併設型、病児保育を必要とする父母が設立した共済会

を母体とする単独型などに分類される。 

 

第 2 項 事業における分類 

2012 年現在、病児・病後児保育事業は子供の状態を基本にして「病児対応型」「病後児対応型」「体

調不良時対応型」の 3 類型に分かれており、それぞれ保育対策等促進事業費の対象事業となっている。

各類型が対象とする児童、職員配置、人員基準は以下（図表 2）のとおりである。 
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図表 2 各事業における基準 

（出典：全国保育団体連絡会・保育研究所『2009 保育白書』） 

 

 第 3 項 国の費用負担 

2009 年度より、病児対応型と病後児対応型における国庫補助が基本分（定額補助）と加算分（利用

実績に応じた補助）の 2 階建て給付に変更された。体調不良時対応型は定額補助のままである。 

≪病児対応型・病後児対応型≫ 

基本分…1 か所あたり年額 240 万円。 

加算分…利用実績に応じて以下（図表 3）のように 12 区分される。 

図表 3 利用実績と加算額 

年間延べ利用児童数 病児対応型 病後児対応型 

10 人以上 50 人未満 50 万円 40 万円 

50 人以上 200 人未満 250 万円 220 万円 

200 人以上 400 人未満 425 万円 310 万円 

400 人以上 600 人未満 625 万円 500 万円 

600 人以上 800 人未満 775 万円 680 万円 

800 人以上 1,000 人未満 975 万円 870 万円 

1,000 人以上 1,200 人未満 1,125 万円 1,060 万円 

1,200 人以上 1,400 人未満 1,375 万円 1,250 万円 

1,400 人以上 1,600 人未満 1,575 万円 1,440 万円 

1,600 人以上 1,800 人未満 1,775 万円 1,630 万円 

1,800 人以上 2,000 人未満 1,975 万円 1,820 万円 

2,000 人以上 2,175 万円 2,010 万円 

（出典：厚生労働省 HP http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120510N0030.pdf） 

  病児対応型 病後児対応型 体調不良児対応型 

対象 

児童 

急変は認められないが、病

気の回復期に至らず集団保

育、家庭保育が困難な児童

で市町村が必要と認めた小

学 3 年生までの児童（病児） 

病気の回復期で、かつ集団保育、

家庭保育が困難な児童で市町村

が必要と認めた小学 3 年生まで

の児童（病後児） 

事業実施保育園に通所し、保

育中に微熱など体調不良とな

った児童で、保護者の迎えに

来るまでの間、緊急な対応を

必要とする児童（体調不良児） 

実施 

場所 

病院・診療所、保育所等に付設の専用スペースまたは事業のた

めの専用スペース/保育室、観察室又は安静室、調理室（兼用可） 

保育所の医務室、余裕スペー

ス等 

人員 

基準 

看護師等（看護師、純看護師、保健師又は助産婦）を利用児童

おおむね 10 人につき 1 名以上配置、保育士を利用児童おおむ

ね 3 人につき 1 名以上配置 

看護師 1 名以上/預かる子供の

人数は看護師等 1 名に対し 2

名以上 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120510N0030.pdf
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≪体調不良児対応型≫ 

1 か所あたり年額 431 万円のみを国庫より補助。加算分は無い。 

 

こうした費用負担割合は公費負担で、総額は約 95 億円（2009 年度の予算ベース）である。ただし、

残余額は利用者負担となっている。 

 

第 4 項 利用者の費用負担 

利用料は市町村や施設ごとに設定される。一般的には給食費も含めて一日当たり 2,000~3,000 円程

度である。これら利用者負担は、事業費の 2 分の 1 相当額が適当とされており、低所得者に対する減

免分の国庫補助もある。 

 

第 5 項 年間収支 

全国病児保育協議会が 2009 年に発表した『病児保育事業の現状と課題』によると、年間収支は 64％

が赤字であり、赤字の主たる原因は人件費であるという。また、赤字割合は地方と都市部で差はなく、

施設規模が大きくなるほど赤字割合も大きくなる傾向がある。 

 

第 6 項 実施状況 

 図表 4 より、2009 年時点における実施は 1,164 か所であり、内訳は病児対応型 322 か所、病後児対

応型 523 か所、体調不良児対応型 319 か所である。 

図表 4 病児・病後児保育施設実施か所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：全国保育団体連絡会・保育研究所『2010 保育白書』） 
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第 3 節 病児・病後児保育の歴史 

日本の病児・病後児保育は、1966 年 6 月に東京都世田谷区のナオミ保育園の父母の会によって開設

された病児保育室バンビ、1969 年 4 月に大阪府枚方市の香里団地保育所の父母の会と当時そのメンバ

ーであった保坂智子氏が中心になって開設した病児保育室(医療法人保坂小児科クリニック併設枚方病

児保育室)が、先駆けである。病児保育室バンビは、開設当初は公的補助を受けず、父母が月会費を負

担しあい保育費用の一部に充てる互助会方式で運営されていた。 

1991 年厚生省の病児保育の必要性を認める答申を受けて、既設の全国 14 施設が参加する形で全国

病児保育協議会が設立され、以後この協議会が病児保育に関する研究報告や要求、問題点指摘などを

全国規模で展開し、これらを国に提起する役割を担うようになった。 

近年では、1994 年に病後児デイサービスモデル事業（乳児院、病院、診察所に付帯された施設）が

開始され、翌年にはエンゼルプランに採用された。その後、1999 年 12 月に新エンゼルプランが採用

され、同年、実施施設に児童福祉施設・専門施設を追加し、病気回復期の乳幼児の養育に経験のある

看護師および保育士などを派遣する「派遣方式」も導入された。2000 年 4 月より実施施設を保育所に

も拡大し、2004 年までに 500 市町村で実施することが目標として定められた。2004 年 12 月には、

少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画として、子ども・子育て応援プランも採択さ

れた。これは、次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画に定められたもので、2009 年ま

でに病児・病後児保育施設の 1,500 カ所実施を目標とし、子育て支援特定事業の一つとしてソフト交

付金を補助するというものである。また、2007 年には保育所における自園型病後児保育施設も開始さ

れた。これは事業実施保育所に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童に、保

護者が迎えに来るまでの間、保育所で緊急的な対応を行うものである。 

この 30 年にも及ぶ歴史の中で徐々に事業の軸もひろがり、2008 年度における病児・病後児保育事

業実施状況（国庫補助ベース）は、実施数 1,164 施設（病児対応型：322、病後児対応型：523、体調

不良児対応型：319）まで拡大した。 

 

 

第 4 節 実地調査 

 本節では、本章冒頭で述べたとおり、愛知県内の 3 つの施設に協力していただいた実地調査の内容

についてまとめていく。 

第 1 項 医療機関併設型：なかよしこどもクリニックのケース 

 (1)基本情報 

なかよしこどもクリニックは病児保育サービスを持つ小児科の医療施設であり、病児保育施設とし

ては医療機関併設型に分類される。病児保育サービスの定員は 4 名で、病児保育のための保育士が病

児 2 人につき 1 人配置されることとなる。2000 年 11 月 23 日に岩倉市に移転して以来病児保育サービ

スを実施しており、地域貢献のため赤字を出しながらも運営を続けている。 
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(2)利用者層・利用方法・利用料金 

利用者層は 0 歳から小学校 3 年生までで、感染力の強くない病気を全般的に受け入れている。イン

フルエンザ、麻疹・はしか、おたふくかぜ、水ぼうそうなど、感染力が強い病気の児童の場合は、①

他の病児がいる場合は預かりを断る、②他に病児保育の予約がない場合は一定の時間まで待機させた

うえでそれでも他の病児がいない場合は預かる、③同じ病気の児童に限り複数人預かる、という 3 つ

の形式をとっている。 

利用者が利用する時間としては、仕事勤めの間の 8:30～17:30 が最も多い。 

利用料金は 1 日あたりを基準とし、市内在住であれば 3 歳未満 2,100 円、3～4 歳 900 円、4 歳以上

800 円、市外在住であれば年齢を問わず 3,100 円である。また、利用児童の迎えが 17:30~18:00 の間

であれば追加料金 500 円を徴収する。 

(3)歳入・歳出 

 まず、歳入について、岩倉市からの補助金 450 万円がある。 

利用者から徴収した料金は、市内の利用者と市外の利用者のものとに分けられ、このうち、市内利

用者からの徴収料は市に入ることになっている。また、市外からの利用者の料金が年に 20～30 万円で

ある。 

歳出については、詳しい内訳はわからなかったが、おおよそ人件費でスタッフ 2 人×年 500 万円で

1,000 万円ほどである。よって合計すると年に 500 万円以上の赤字を出している計算である。 

(4)利用者からの声 

前述のように、病児の持つ病気が強いものであることを理由に預かりを拒否することがあるため、

このようなケースでも預かってほしいという要望があるようである。しかし他の児童との兼ね合いも

あるので解決は難しいと思われる。また、休みの日もやってほしいという要望も多いようである。 

(5)まとめ 

 病児対応施設がクリニックに併設してあるため、初期投資が比較的少なく済んでいる。また、クリ

ニックのスタッフが病児対応にあたるため、暇を持て余すこともなく効率のよい運営が可能である。

さらに、医師がすぐ隣にいるので児童の急な容体の変化にも迅速に対応できている。 

このように評価できる点は多々あるが、大幅に赤字を出しており健全な経営ができていないことに

気が付く。補助金のシステムを見てみると、岩倉市からの補助金が年 450 万円支給されるのにもかか

わらず、市内からの利用者から受け取る料金は市に入るというように、支給額は赤字がでることが前

提となっているような金額であることがわかる。これは、併設型の欠点というよりも自治体のサポー

トが不十分であるといえるだろう。 

 

第 2 項 単独型：キッズクラブひなたぼっこのケース 

(1)基本情報 

愛知県大府市では、NPO 法人の活動の一つとして派遣型の病児保育を行っていた。そんな中で 2010

年 9月からの試行期間を経て 2011年 4月から大府市に新たに開設されたキッズクラブひなたぼっこは、

愛知県初の民間の単独病児保育施設である。施設は二階建てであり、一階で一時、月極め保育、二階
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で病児・病後児保育を行っている。 

この施設の特徴は、開館時間が 8:00～20:00 とほかの病児保育施設よりも長めにとられているとこ

ろにある。この点に関しては、施設の創設者の実体験をもとに、「会社に正社員として勤めている母親

も利用しやすいように」という考えが基盤となっている。 

運営を始めるにあたっては、古民家をリフォームして必要な設備（非常階段、転落防止の柵など）

を付け足したため、施設の新設に関する費用はそれほどかからなかった。 

利用者数に関しては徐々に増え始めている。これは、まだ新たに開設して知名度の低かったころに

行政や学校への広告掲示によって周囲への宣伝をしたことが契機となっている。 

施設利用における利点として、市内の医師との提携を図ることでとっさの事態にも対応できるよう

になっていることが挙げられる。 

(2)利用者層・利用方法・利用料金 

行政からの指示により、利用できるのは 0 歳から小学 6 年生までの児童と決められており、利用者

は健康状態についての記録用紙や支援依頼書に記入する。前者は生育歴（分娩の仕方、出生時体重、

はいはいをし始めた時期など）、既往症（かつてどのような感染症にかかってきたか）などを記入しな

くてはならない。後者は現在どのような病気にかかっているかを記入する。 

感染症を発症した子供も基本的には預かるが、おたふく風邪は例外で預かることはできない。スタ

ッフは何時に食事、睡眠、水分をとったか、何時に何度の熱があったかの記録をつける必要がある。 

利用料は、大府市民であれば最大 8 時間まで 1 時間 600 円、それを超えた場合、また大府市民以外

であれば 1 時間 1,400 円である。 

(3)歳入・歳出 

歳出としては職員の人件費や子供のおやつ代、ティッシュなどの消耗品費、公共料金などがあるが、

経営が苦しいということはない。 

認可外保育所として行政から認定を受けているので補助が得られる（ただしその認定にたどり着く

までは長い時間がかかった）。 

(4)利用者からの声 

開設前に「もう少し長い開館時間であると施設が利用しやすい」との要望があったため、現在のよ

うに長めの開館時間になっている。また、昼食を出してほしいとの要望があるが、これは衛生面の問

題で行政から止められている。昼食はお弁当を持参するよりほかない。 

(5)まとめ 

古民家をリフォームするという手法を取ったことで、初期投資費用のうちの建設費の大きな削減に

成功している。このやり方は新たな病児保育施設の開設にも十分役立てられる。また、行政から助成

金や補助金が出ているため、赤字を出している病児保育施設よりも自己負担の比率が少なく、黒字経

営であることが特徴である。 

そして、保育園からの距離が近いためスタッフの往来が楽にできるだけでなく、一日に少数の病児・

病後児しか預からないスタンスをとっていることで「手厚く面倒をみる」という理念が貫かれている。 

しかし、行政からの補助は代表の藤根氏による粘り強い交渉によるものであり、簡単に認定されたわ

けではなかったことから、補助の認定の難しさが問題点として挙げられる。 
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第 3 項 保育所併設型：楽田西子ども未来園のケース 

(1)基本情報 

愛知県犬山市では、公立の保育園である楽田西子ども未来園が唯一、病後児保育サービスの提供を

行っている。この取り組みは犬山市の次世代育成施設行動計画の一つとして位置づけられたものであ

り、2009 年 10 月 1 日からの試行期間を経て 2010 年 10 月 1 日から本格実施となった。試行期間を含

め、年々利用者数は増加傾向にある。 

スタッフは、2009 年度の試行期間のはじめから常勤の保育士 1 名（正規雇用）を配置しており、

この保育士は併設する通常の保育園の業務も行っている。また、2011 年度からは常勤の看護師 1 名（パ

ート扱い）を配置している。 

(2)利用者層・利用方法・利用料金 

 楽田西子ども未来園では、祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日の 8:00～18:00 までを病後児保育

サービスの利用時間として設けている。定員は 1 日 2 名であるが、実際は市から 3 名までなら受け入

れてもよいと言われている。 

 サービスの利用が可能なのは、①市内在住の満 1 歳から小学校 3 年生までの児童であること、②家

庭において保育を受けることが困難であること、③病気回復期にあって集団保育が困難であること、

④医師から病後児保育の利用について承認を受けていること、の 4項目すべてに該当する場合である。

この保育園は市内唯一の公的病後児施設であるが、サービスを受ける児童が集中しすぎたという例は

ないということであった。 

 犬山市が定める利用料は 1 時間あたりを基準にしており、1・2 歳児で 350 円、3 歳児で 180 円、4

歳以上児で 150 円となっている。給食・おやつの提供があった場合、別途でそれぞれ 250 円・50 円を

徴収する。ただし、生活保護法による被保護世帯や市町村民税を課税されていない世帯は利用料が免

除される。 

 利用者はまず、利用の前日までに「病後児保育利用登録書」等必要書類を市役所子ども未来課、各

子ども未来園に提出する。同時に、電話で当保育園に電話予約をし、市内の医療機関を受診、「病後児

保育連絡書」に症状・与薬指示などを記入してもらう。利用当日は、これらの必要な書類を添えて楽

田西子ども未来園に申し込みをし、利用後、料金を支払うシステムになっている。 

 利用者状況について、病後児保育サービスにおける需要は、風邪などの内的疾患と怪我などの外的

疾患の割合がほぼ同じであるため、利用者数の季節変動がほとんど見られていない。 

 (3)歳入・歳出 

 楽田西子ども未来園の病後児保育サービスを運営する犬山市は、サービスの本格実施により愛知県

から補助金（愛知県保育対策等促進事業費補助金）をもらっている（保育園がもらうわけではない）。

2010 年度は、基本分の 200 万円に加算分の 40 万円を足した合計 240 万円が補助基準額に設定され、

これに補助率 3分の 2を掛けた 160万円が補助額として犬山市の歳入に組み入れられている。ここで、

補助基準額における加算分は、年間延べ利用児童数が 10 人以上 50 人未満の実績に伴って上乗せされ

るものをさす。 
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 歳出については、常勤の保育士と看護師にかかる人件費が挙げられるが、犬山市の発表では看護師

分の人件費 2,057,784 円/年が算出されているのみである。 

(4)利用者からの声 

病後児保育サービス運営する犬山市は、利用者にアンケートを実施している。これによると、回答

者のほとんどが利用に満足感を得ており、市内唯一のサービス提供が大きな意義をなしていることが

うかがえる。しかし、「もっと市の中心のほうにあったらいいのに」「もっとたくさんの施設があれば

いいのに」といった声があるのも現実だ。さらに、利用のための手続きの時間は、働く親にとって負

担であるという声も寄せられていた。 

(5)まとめ 

犬山市によれば、新たな専用スペースの設置には多くの費用がかかるため、平成 20 年度に国のまち

づくり交付金を活用して耐震化及び大規模改修を計画していた当保育園に、病後児保育に利用する専

用スペースの整備を行おうとしたことが実施理由の一つである。そのため、初期投資がほとんど必要

なかったことが良い点として挙げられる。 

また、サービスの提供が必要ないときにスタッフは仕事がなくなってしまうのではないかと考えら

れるが、この保育園では保育士であれば通常保育の業務をするようになっており、人員配置のムダは

見受けられない。また、看護師についても同様に、市内保育園に通園中の持病のある子どもの訪問業

務や、講習会（風邪予防のための講談など）の業務もこなしている。これらの業務は市が委託してい

るものであり、市が「病後児保育の需要が常にあるわけではないこと」を前提に看護師の仕事をサポ

ートしていることがうかがえる。 

 しかし、利用者アンケートに挙げられていたように、利用者からは市の中心部にあるとより利用し

やすいという声や、施設数の充実を望む声がある。これに対し看護師は「より多くの実施施設がある

と親の仕事との兼ね合いがうまくいくと思う」と話しており、需要・供給両サイドから実施施設の少

なさを指摘する声があることが分かった。 

 

 

第 5 節 問題意識 

以上 3 施設への実地調査から、病児・病後児保育サービスにおいて以下 2 つの課題が浮かび上がっ

た。 

① 初期投資（建設費）の問題 

3 施設はそれぞれ、既存の施設への併設、古民家の改修、交付金の活用といった方法で建設費の大幅

な削減に成功している。しかし、施設の新築を考えるとこれらの方法より費用が掛かるのは自明であ

る。 

全国病児保育協議会が発表した『病児保育事業の現状と課題』において、モデルケースを用いての

現状制度における経営シミュレーションが提示されている。これによると、モデル施設の年間収支は

収入 961 万円、支出 1,380 万円を計上し、419 万円の年間赤字が出る計算となっている。このことを

考慮すれば、サービス実施において施設を新築すること、すなわちこれ以上支出を増やすことは現実
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的ではないといえる。そのため、上記の 3 方法のうちのいずれかによって施設を建設することが費用

を最小限に収める最善の策であるということは言うまでもない。 

② 実施施設の少なさ 

 楽田西子ども未来園における犬山市調査のアンケート結果から、現状では実施施設の少なさが浮き

彫りになっていることが分かった。 

楽田西子ども未来園のある犬山市に病後児保育施設は当園しか存在しない。アンケートでは、利用

者の満足度が高いにもかかわらず要望点の一つとして施設数の拡大が挙げられており、施設がもう少

し利用しやすい場所にあるとよいという意見もある。アンケート回答者、すなわちサービス利用者に

働く親が多いことを考えれば、こうした生の声を反映して事業を進めることは親の就労支援にもつな

がる。そのため、現状での実施施設の少なさを考慮した政策を議論すべきである。 

 

以上は各施設への実地調査によってわかった問題点である。 

ここでさらに、現状を踏まえて病児・病後児保育サービスの課題を示したい。病児・病後児保育サ

ービスを運営するにあたって、かねてより「資金の安定的供給の難しさ」という課題が議論されてき

た。風邪や感染症の流行しやすい秋や冬には利用者が多く、それ以外の季節には空きが多くなりがち

であり、季節変動に起因する利用者数の変化によって、毎月安定した収入を得ることが困難になって

いるのである。 

また、現在厚生労働省は乳幼児健康支援一時預かり事業と称して病児・病後児保育サービスへの補

助金を支給しているが、この補助金額だけでは病児保育事業所を運営する上で必要な経費を補完する

ことができていないと考えられる。 

厚生労働省が公表している『病児・病後児保育事業』という資料に記載されている最終予算額は、

2009 年度 3,175 百万円、2010 年度 2,680 百万円、2011 年度 3,724 百万円、2012 年度 4,065 百万円

となっており、年々増額傾向にある。同資料で産出された施設の単位当たりのコストは、病児対応型・

病後児対応型が年額 2,392 千円 /ヵ所数、体調不良児対応型が年額 1,354 千円/ヵ所数である。 

では上記の補助金額で、必要な経費を補完することができているのだろうか。その問題を考える上

で、厚生労働省が行っている病児保育事業の現状について考察した、全国病児保育協議会による『病

児保育事業の現状と課題』を参考とする。上記の研究では、平成 20 年度において、実施施設の 64％

が赤字経営を余儀なくされ、施設の規模が大きくなるにつれて、赤字割合は大きくなると論じている。

また、モデルケースを用いた現状制度における経営シミュレーションで－419 万円の年間赤字が出る

ことは上記①の通りである。2009 年度の予算額と 2012 年度の予算額の差額を考慮しても、病児保育

事業所において黒字経営をすることは著しく困難であるとわかる。よって、厚生労働省がおこなう乳

幼児健康支援一時預かり事業による補助金額だけでは、病児保育事業所を運営する上で必要な経費を

補完することができていないと考えられる。 

 

ここで、鈴木(2010)による著書『社会保障の不都合な真実』を参照したい。この著書の中では、病

児保育施設の運営方法として「保険制度」が提案されている。ここでは、病児保育施設の需要の変動

に対応するためにどのような運営方法にしたらよいかが考察されており、「病気による通院・入院リス
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クは、医療保険という形で対処されているのであるから、病児・病後児保育を保険化するという発想

はきわめて自然である」と述べられている。本稿では、鈴木(2010)による提唱をもとに、病児・病後

児保育施設を利用する層（保育所を利用している層）から積立金を徴収し、必要な経費を賄う、いわ

ば「共済型」の病児・病後児保育サービスの提案を、試算やモデル提起による実証研究を通して行っ

ていく。具体的な検証は、理論・分析の章で行う。 
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第２章 先行研究及び本稿の位置づけ 
 

 

第 1節 先行研究 

 育児と就労の両立支援が注目される中、多くの研究者によって病児保育に関する調査が行われてき

た。 

 吉中・長家(2001)のアンケート調査では、子供が何らかの理由で通常の保育園に通えない状態とな

った場合、約半数が父母のどちらかが仕事を休んで看病しているという結果が出た。しかし一方で、

仕事を休むことにより不都合が生じたことや、職場によっては育児に協力的でなく仕事を休めない状

況があり、育児と就労の両立の問題も確認されている。そのため病児保育施設を求める保護者の声が

多く、特に医療併設型の施設を希望している。アンケートの結果から吉中・長家は、保護者のニーズ

にあわせた病児保育施設が必要であり、そのような施設の増設が求められていると結論付けている。 

 しかしながら、病児保育施設の増設は利用者が求める程進んでいないのが現状であり、小島(2006)

の研究では、医療併設型の病児保育施設が普及しない理由が考察されている。病児保育に対する医師

の無理解が原因の一つとされているが、一番の理由は費用と採算の問題である。病児保育施設を開設

する際に多大な設備投資費用が必要であり、また保育士や看護師などの人件費がかかるが、施設の利

用が不安定であるため採算をとるのが難しく、赤字覚悟の運営となる。そのため、新しく施設開設す

る医師が現れず、医療併設型の病児保育施設が増設されないのだと問題提起している。 

また、白石・浅野ら(2012)による研究には、現在名古屋市で運営されている病児病後児保育施設の

利用実績について、年度別・年齢別・曜日別・病状別・住所区別で記載されており、運営状況や今後

の課題についても言及されている。職員を配置したうえでキャンセルが起きた場合に、予定していた

利用料収入がなくなってしまうことが問題として挙げられており、その対応をどのようにするかが今

後の課題であると述べられている。 

 

 

第 2 節 本稿の位置づけ 

本稿の目的は、病児・病後児保育サービスがより良く運営されるために行われるべき政策を具体的

に提案することである。前節に挙げた先行研究では、問題提起までは行われているが、その解決策ま

で考察しているものは希少である。本稿では、モデル提言を行いながら、現状の打破のためにこれか

ら実施されるべき政策と理想的な運営プランについて論じてゆく。 
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第３章 理論・分析 
 

 

第１節 モデル地域・名古屋市の現状把握 

この章では、共済型のシステムを考察するうえで、共済金はどのような水準が適切であるか、

実証分析を用いて検証する。共済型とは、利用者全てから一定の金額を徴収し、その資金をもと

に施設運営をおこなうというものである。 

本稿では共済型の病児保育制度を検証するにあたり、名古屋市をモデルケースとして取り扱う。

名古屋市は、現在市内で 12 か所の病児・病後児施設がある。平成 24 年 9 月 1 日において名古屋

市の人口は約 227 万人である。名古屋市の基本的なデータは下表に示す。 

図表 5 

主な項目 データ 

総人口 2,263,894[人] 

保育所児童人口 35,008[人] 

総面積 326.43[k ㎡] 

住宅地の地価平均価格 155,000[円／㎡] 

商業地の地価平均価格 485,200[円／㎡] 

地方税 493,790[百万円] 

財政力指数 1.04 

実質公債費比率 12.1[％] 

起債制限比率  14.4[％]  

参考：名古屋市ホームページ 

 

では、現状名古屋市の病児・病後児保育施設における収支はどのようになっているだろうか。

それを検証するために、施設に支払われている補助金の総額と、施設における費用の総額を試算

してみたところ、補助金総額 125,950,000 円、費用総額 169,460,000 円となった。（補助金総額は

名古屋市が公表する委託料基準額、費用総額は下記の経営シミュレーションに基づき試算した。）

これは費用総額と補助金総額の差額である 43,510 ,000 円の赤字であり、市外からの利用客から

受け取る利用料を考慮しても、経営的に苦しいことが窺える。ちなみに、本稿における実地調査
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をおこなった施設では、県外からの利用者から受け取る利用料は年間 20～30万円ほどであった。 

 

 第２節 経営シミュレーションの用いるモデルケース

の提案 

 

次に、名古屋市に病児・病後児保育施設を新設するときのモデルケースを提案する。補助金額

等は、名古屋市の基準に基づいた数値である。なお本稿では共済型のシステムを検討するので、

利用者の負担額は後に検討することとする。よって当シミュレーションでは、利用料は考慮され

ていないことに注意していただきたい。 

経営シミュレーション 

 

6人定員の病児対応施設 

午前８：00～18：00 まで開園、年間290 日開園として延べ開園時間は2,900 時間 

利用率50％として年間利用者数870 人 

  

１．経費 

① 人件費 

看護師非常勤が2,900 時間を勤務（パート料金1 時間1,800 円とする） 

・・・・ 年額522万円 

保育士（全員パートとする） 

常時2 名の保育士が勤務すると5,800 時間（料金1 時間1,000 円として） 

・・・・ 年額580 万円 

人件費総計 11,020,000 円 

（給与水準に関しては全国病児保育協議会が実施した経営シミュレーション 

URL http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0930-9d.pdf を参考にした。） 

（厚生労働省が定める人員配置基準は、病児・病後児10人につき看護師1人・病児・病後児3人に

つき保育士が3人である。） 

② その他 

消耗品 300,000 円 

光熱費 500,000 円 

通信費 300,000 円 

整備費 300,000 円 

その他 300,000 円 

計 1,700,000 円 

 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0930-9d.pdf
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③ 総経費 

総計 12,720,000円 

２．収入 

補助金 10,400,000 円 

３．収支差額 

 収入 10,400,000 円－総経費 12,720,000 円＝－2,320,000 円 

 

 なお、このシミュレーションと第 3 節では施設整備費（新築・増改築など）は考慮せず、運営費の

みを考慮するものとする。施設整備費をどのようにして捻出するかについては、第 5 節で検証する。 

 

 

第３節 利用者・必要諸経費に関する試算 

 

では、どれほどの施設があれば病児・病後児保育事業に必要な供給量を満たすことができるだろう

か。 

ここで考察するのは、名古屋市において病児・病後児保育施設等の保育サービスを利用したい児童

は年間で延べ何人いるのか、ということである。 

上記の人数を試算するために、厚生労働省がおこなった「新待機児童ゼロ作戦に基づくニーズ調査」

を参照したい。「新待機児童ゼロ作戦に基づくニーズ調査」では、通常保育を利用していて、昨年１年

間に病気等の理由で通常の保育が利用できなかった経験を持つ人の割合を「利用割合（率）」、その

場合の対策として、「病児・病後児保育」に預けた日数の他、「ベビーシッター」、「ファミリーサ

ポートセンター」に預けた日数や、親が仕事を休むなどして対応したが本当は「施設に預けたかった」

日数、「子どもだけで留守番をさせた」日数の合計を用いて、利用意向（日数）とする調査をおこな

っている。結果は下記のようである。 

利用割合（率）＝66.5％ 

利用意向（日数）＝8.7日 

これを基に名古屋市に潜在している１年間に病気等の理由で通常の保育が利用できない日がある児

童人数を試算してみよう。名古屋市の保育所児童数は、図表5より35,008人であることが確認できる。

また、利用割合(率)は66.5％なので、名古屋市の保育所児童数(35,008人)のうち、66.5%は1年間に病気

等の理由で通常の保育が利用できない日があると推測できる。よって、名古屋市に潜在している１年

間に病気等の理由で通常の保育が利用できない日がある児童人数は、以下のように試算される。 

 

ⅰ (名古屋市に潜在している１年間に病気等の理由で通常の保育が利用できない日がある児童人

数)=35,008×0.665=23,280人  

 

また、利用意向(日数)は8.7日なので、ⅰ(23,280人)は、平均して年間8.7日は他の保育サービスを利
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用したいと考えていると推測できる。よって名古屋市に潜在している病気等の理由で他の保育サービ

スを利用したいと考える児童の延べ人数は以下のように試算される。  

 

ⅱ (名古屋市に潜在している病気等の理由で他の保育サービスを利用したいと考える児童の延べ人

数)=23,280×8.7=202,538人 

 ここで1か所の施設で年間どれほどの人数をカバーできるかが問題になるが、本稿では第2節でおこ

なった経営シミュレーションにおける「年間利用者数」を、そのまま「その施設における年間利用者」

と仮定する。つまり 

(第2節の経営シミュレーションに基づく「年間利用者数」の累計)＝年間利用者数(870人)×新規施設数

+既存施設の年間延べ利用者数＝ⅱ(202,538人) 

が達成されたとき、病児・病後児保育事業に必要な供給量は満たされた、といえるよう仮定する。 

 以上を踏まえたうえで、名古屋市の病児・病後児保育事業に必要な供給量をみたすためには、どれ

ほどの新規施設が必要なのか試算していく。まず、既存の12施設の「年間利用者数」を試算すると、

累計10,440人となった。これはⅱ(202,538人)の5.15％（少数第3位以下四捨五入で表記）である。 

本節では、第2節の経営シミュレーションに基づく「利用者年間」の累計が、ⅱ(202,538人)と等しく

なれば病児・病後児保育事業に必要な供給量は満たされることとした。よって必要な新規施設数は、

ⅱ(202,538人)から既存の12施設が担っている「利用者年間」(10,440人)を引いた数を、新規施設のモ

デルケースに基づく「利用者年間」(870人)で割ることで求めることができる。したがって、必要な新

規施設数は以下のように試算される。（小数点第2位以下は四捨五入で表記） 

 

ⅲ （必要な新規施設数）＝（202,538－10,440）÷870＝220.8か所 

 

また、新規施設を運営していくのに必要な金額は、第2節の経営シミュレーションに基づく収支差額

(2,320,000円)に、ⅲ(220.8)をかけることで求められる。よって、新規施設を運営していくのに必要な

金額は、以下のように試算される。 

 

ⅳ （新規施設を運営していくのに必要な金額）＝2,320,000×220.8=512,256,000円 

 

以上より、病児・病後児保育事業に必要な供給量を満たすために要する金額は、ⅳ(512,256,000円)

と総既存施設赤字金額(43,510,000円 第1節より)を足すことで求められる。よって病児・病後児保育

事業に必要な供給量を満たすために要する金額は、以下のように試算される。 

 

ⅴ (病児・病後児保育事業に必要な供給量を満たすために要する金

額)=512,256,000+43,510,000=555,775,000円 

 

 では、病児・病後児保育事業に必要な供給量を満たすために要する金額を賄うには、利用者は１人

当たりどれほどの金額を負担すればよいかを求めよう。利用者はⅰ(23,280人)であると試算したので、
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ⅴ (555,775,000円)をⅰ(23,280人)で割ることにより求めることができる。よって、以下のように試算

される。 

 

ⅵ 555,775,000÷23,280=22,004円/人(小数第1位以下は四捨五入で表記) 

 

したがって、一人当たり年間22,004円を負担すれば必要な金額を集めることができると試算できた。 

   

第４節 グラフ・計算による検証 

 

本節では、共済型システムにおける利用者負担額と、施設が供給する総病児・病後児保育サービス

量との関係をみる。 

では本稿が提案するモデルについて解説していく。試算・仮定してきたデータのなかで、検証にあ

たり重要なものを下の図表6にまとめておく。 

図表6 

  推定値 単位 置換する英数 

総既存施設赤字金額 43,519,000 円 A 

年間利用者数 23,280 人 B 

年間延べ利用者数 202,536 人 C 

既存施設が担う利用者割合 5.154639175 ％ D 

新規施設必要数 220.8 か所 E 

総新規施設年間費用額 512,256,000 円 F 

一人当たりの最大年間共済金額 22,004 円 G 

  

共済型システムにおける利用者負担額と、施設が供給する総病児・病後児保育サービス量との関係

は、図表7で示される。X軸、Y軸の定義は 

 (一人当たりの年間共済金額)＝X 

(1年間に施設が供給する総病児・病後児保育サービス量)＝Y 

とする。 

前節で、利用者が共済金を一人当たり年間22,004円支払えば、病児・病後児保育事業に必要な供給

量である、年間202,536人分のサービスを提供することが可能なことを確認した。よってX、Yの範囲

は 

 

(0≦X≦22,004)、(0≦Y≦202,536) 

 

であるといえる。 
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 ここで留意する点は、既存施設の赤字額を補填するまでは、新規施設の新設に取り組むべきではな

いということである。なぜなら、不健全な経営を施設に強いるのは、本稿の趣旨に反するからである。

ここで既存施設の赤字額を補填するために必要な金額を求めていこう。既存施設の赤字額を補填する

ために必要な一人当たりの年間共済金額は、総既存施設赤字金額Aを、年間利用者数Bで割ることで求

めることができる。よって既存施設の赤字額を補填するために必要な一人当たりの年間共済金額は、

以下のように試算される。 

 

ⅶ (既存施設の赤字額を補填するために必要な一人当たりの年間共済金額)= 43,519,000÷

23,280=1,869円/人 

 

よってX=1,869であれば、既存施設の赤字金額を補填することができることが試算できた。また、前

節で1年に既存施設が供給する病児・病後児保育サービス量は、10,440人/年であることを確認した。

したがって(1,869＜X≦22,004)の範囲では、新規施設の新設がおこなわれることがなく、Y＝10,440

のままである。以上より、(1,869＜X≦22,004)におけるX,Yの関係式は以下のようであることがわかっ

た。 

 

Y=10,440   (0≦X≦1,869)…① 

 

 続いて(1,869＜X≦22,004)の範囲について考えていこう。この範囲では既存施設の赤字分をすでに

補填しているので、1,869円以降の共済金は新規施設の新設にあてることができる。ここで、(1,869＜

X≦22,004)の範囲におけるXの増加に伴うYの変化の仕方だが、本稿では、YはXに比例して推移する

こととする。よって、(1,869＜X≦22,004)において、X,Yの関係式は 

 

点(X,Y)=(1,869  10,440) (22,004  202,536) 

 

を通る直線である。また、これを求めると、(1,869＜X≦22,004)において、X,Yの関係式は以下のよう

であることがわかった。 

 

Y=9.54X－7,394   (1,869＜X≦22,004)…② 

 

 ここまでの結果をまとめてみよう。①、②より、 

(一人当たりの年間共済金額)＝X 

(1年に施設が供給する総病児・病後児保育サービス量)＝Y 

とするX、Yの関係式は以下のようになる。 

 

Y=10,440   (0≦X≦1,869)  

Y=9.54X－7,394   (1,869＜X≦22,004) 
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(0≦X≦22,004)、(0≦Y≦202,536) 

 

これを図示すると、下の図表7のようになる。 

 

図表7 

 

サンプルとして、X=22,004÷2＝11,002を代入してみよう。X＞1,869なので、式は以下のようである。 

 

Y=9.54×11,002－7,394=97,571 

 

このことから、一人当たりの年間共済金額を11,002円にしたとき、1年に施設が供給する総病児・病後

児保育サービス量は97,571人分であることがわかる。これは病児・病後児保育事業に必要な供給量の

48.17%にあたる。 

 

第５節 モデル比較による検証 

 

前節では、シミュレーションによって施設の稼働率が50％である場合に必要な施設数と共済金を算

出した。しかし、現在12施設しか存在しない状態で、200を超える施設を名古屋市に設置するというの

は現実的ではない。 

ここで、「共済型」というシステムとしての機能に注目したい。前にも述べたように、共済型は毎
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年固定的に掛け金を支払い、利用時には料金を徴収しないという保険のような仕組みを持つ。この性

質により、二つの効果が得られると考えられる。 

まず、利用頻度によらず年間一定の共済金を支出することで、サービスを利用するインセンティブ

が向上することである。「毎年固定的に掛け金を支払っているのなら、できる限りサービスを活用し

たい」という心理が働くことで、施設の稼働率の上昇がある程度見込めると考えられる。次に、共済

型というシステムが「児童が急に病気等になり、保育サービスを受けられない」というリスクを一定

量緩和することで、リスク回避による付加価値が生まれるということである。これにより利用者の効

用が若干量上昇することが期待できる。 

以上の考察より、仮に共済型の実施によって稼働率が75％まで上昇したときのモデルを考えるとす

る。前章の稼働率50％モデルと比較してみると、以下のようになる。 

（計算簡略化のため、これ以降の各数値については概数で表記するものとする。） 

 

＜稼働率50％モデル＞ 

潜在的な利用者：20万人 

1施設あたりの年間延べ利用者数：290日×定員6人×稼働率50％＝870人 

需要を100％達成するのに必要な新規施設数：20万人÷870人－既存12施設＝220施設 

赤字の出ない経営を行うことのできる必要最低限の共済金額：22,000円/人 

 

＜稼働率 75％モデル＞ 

潜在的な利用者：20 万人 

1 施設あたりの年間延べ利用者数：290 日×定員 6 人×稼働率 75％＝1,305 人 

需要を 100％達成するのに必要な施設数：20 万人÷1305 人－既存 12 施設=141 施設 

（ここでは、稼働率 50％モデルで算出したものと同額の共済金を徴収すると仮定する。） 

 

ここで、次頁の図表 8 を参照したい。この図は、稼働率 50％モデルと稼働率 75％モデルのそれぞれ

を実施するために必要な費用を比較したものである。 
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図表 8 費用の比較 

 

                              （筆者作成） 

稼働率 50％モデルにおいては、赤字の出ない経営を行える最低限の金額分だけ共済金として徴収す

ることを前提とし、建設費を一切考慮していなかった。つまり、このシミュレーション結果を実行し

ようとすると、実際には 220 施設分の建設費が赤字として計上されることになる。年間収支について

も、マイナスになることがないように設定した最低限の金額であるので、建設費の回収までは見込め

ない。 

では、稼働率 75％モデルにおいてはどうだろうか。稼働率の上昇に伴って年間延べ利用者数が上昇

すると、需要 100％を達成するために新規に建設しなければならない施設数が減少する。稼働率 50％

モデルで算出したものと同額の共済金を徴収する場合、（220 施設－140 施設＝80 施設分）に 1 施設あ

たりの運営費 2,320,000 円をかけて算出される 185,600,000 円が、運営費の余剰分として毎年積み立

てられる。一気にすべての施設を建設できるわけではないので、初年度から全額を集めることはでき

ない。そのため、図表 8 には余剰分の金額についてα円と表記してある。しかし、年数を重ねて徐々

に積立額が増加することによって、新たに施設を建設し、そこで新たな利用者からの共済金を受け取

ることができるようになる。また、稼働率が向上することで利用実績も上がり、利用実績に応じて支

払われる補助金額も変わるので、これにより次年度分からも加速度的に余剰金が増加していく。これ

より、少しずつではあるが、この余剰金を建設の回収に充てたり、さらに新しい施設の建設やサービ

ス向上の資金に充てたりすることができるようになるのである。余剰金は毎年発生するが、建築費は
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一度きりしか発生しないので、将来的には新規で増設した施設の建設をすべて回収することが見込め

るということになる。 

 

分析の結果、施設の稼働率を上昇させることができれば、それにより発生した余剰金によってサー

ビスの拡充が可能になるということが分かった。先ほども述べたように、施設の稼働率の上昇は共済

型のシステムを採用することである程度の見込みが立つ。 

以上より、本稿では今回の分析に関して、一定の妥当性が認められると結論づけた。より具体的な

計画は、次章の政策提言で記述することとする。 
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第４章 政策提言 
 

 

本章では、前章で述べたシミュレーションをもとに、共済型にもとづく具体的な政策を提言する。 

 

共済型の運営方法を実施した場合、まず資金の安定的供給ができるようになる。これは、第一章で

も述べた、病児・病後児保育サービスの課題点の一つである「利用者数の季節変動による収入の不安

定さ」の改善に対して大いに有用である。年額を決めて固定的に徴収することにより、季節の利用者

数に左右されることなく安定して運営ができるようになるのである。 

また、前章で検証した通り、共済型の実施によって稼働率の上昇が期待できる。前章のシミュレー

ションで算出した稼働率50％モデルにおける共済金を徴収した場合、稼働率が向上して1施設当たりの

年間利用者数が増加することにより需要の100％達成に必要とされる施設数の差分が発生する。仮定さ

れた運営費から実際にかかった運営費を差し引いた残りの共済金が余剰金となることで、さらなる施

設数の拡大などのサービス拡充につなげることができるようになるのである。またサービスが十分に

拡大された後は、共済金の額を減らして家計にかかる負担を減らしたり、営業時間を延ばしたりする

などして利用者に還元する方法も考えられる。 

以上の考察により、共済型を実施することは病児・病後児保育サービス拡充の達成に対して大いに

有用であることが確かめられた。病児保育施設の充実が達成可能であるということは、すなわち第 1

章でも述べたように、子供が病気になった時でも安心して施設に預け、仕事を休むことなく働けると

いうことにつながる。これによって、働く女性が出産とともに退職する、あるいは働くために子供を

諦めるといったことが少なくなると考えられ、女性の就業率の上昇が期待できる。また、育児におい

ての「子供が病気になってしまったときに面倒をみてくれる人がいない」などといった不安もなくな

ることによって、女性が安心して子供を産むことができるため、出生率の上昇も見込めるはずである。

それにより、現在日本で問題となっている将来の労働力不足問題の解決になると考えられる。 

 以上に述べたことを踏まえて、本稿では共済型の運営方法を実施し、病児・病後児保育サービスの拡

充を目指すことを提案する。 
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おわりに 
 

現在の日本では女性の社会進出が推進され始めているが、出産とともに退職する、あるいは働くた

めに子供を諦める女性が数多く存在するのが現状である。労働人口不足の問題は多くの論文で取り上

げられており、さまざまな視点からその解決策が議論されているが、いまだにこの問題が解消される

兆しは見えず、日本の将来に不安が残されている。 

本稿では、保育サービスの充実が女性の就業率と出生率を向上させることに注目し、保育サービス

の中でも特に病児・病後児保育に焦点を当てて問題解決を図った。病児保育の新制度として「共済型」

を提案し、病児保育施設の健全な運営及び施設の充実を可能とする運営プランを検討した。 

しかしながら、本稿の研究で用いたデータにおいて不備な点が存在するのも事実である。病児保育

施設運営のシミュレーションにおいて名古屋市の光熱費等の資金データを得ることができなかったた

め、全国病児保育協議会の用いたデータを利用したことで現実の運営費と誤差が生じている可能性が

ある。そのため、より正確なデータを入手し分析を行う必要がある。 

また、国からの補助金についても、施設運営において重要であるにもかかわらず、現在の財源から

補助金の増加が可能であるかを考察しないで固定のものとしている。この点を考慮したうえで、今後

さらなる研究が行われることを期待する。 

最後に、本稿の研究が女性就業支援と将来における労働人口不足の解消につながることを願い、本

稿の結びとする。 
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