
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

育児と就業の両立支援に向けて 
～病児・病後児保育と学童保育の 

拡充とともに～ 
 
 
 

名古屋市立大学 

経済学部 

山本陽子ゼミ 
 

第 9 期生 
荒木洋二 岩佐奈美 岡崎貴史 落合亜有子 木谷郁美 

加藤佑輝 川崎隼大 黒柳真希 柳田好野 
 

第 10 期生 
石井美帆 加藤良隆 廣濱健作 前田隼 二宮優治 丹羽彩由美 

 
 
 
 



 
 

1 
 

要旨 
 
人口の減少や少子高齢化によって、現在の日本では、労働力人口不足が危険視されてい

る。そして、その動きに伴い経済成長力の低下も心配されている。そのような状況におい

て、女性が出産をした後でも働き続けることができる環境が求められている。では、その

環境とは具体的にはどのような環境を指すのだろうか。 
私たちは、保育サービス、特に病児・病後児保育サービスと学童保育サービスの充実が

その環境形成の要因になり女性就業促進を支援するのではないかと考え、病児・病後児保

育と女性就業、学童保育と女性就業の 2 つについて関連性を考えてみることにした。 
現在、安倍政権では女性の活躍推進を政策目標に掲げ、子育てと就業の両立支援策を様々

な方面から行っている。しかし、子育て支援の中心は未だ未就学児童、認可保育所の定員

増であり、定員が増加した後に付随する病児・病後児保育の拡充や学童保育の拡充には意

識がいっていない。私たちの研究では認可保育所に子どもが入れたとしてもその先にある

問題、病児保育・義病後児保育、学童保育の問題を分析のテーマとする。 
本研究では、病児・病後児保育については実際に行っている施設に対して実地調査を行

い、現在の病児・病後児保育の課題を明らかにした上で、病児・病後児保育の経営を安定

し、定員を増加するための共催型サービスの運営方式について試算し、シミュレーション

分析をおこなった。学童保育については、都道府県別の学童保育の実施状況と女性の就業

に関するデータを基に計量経済学的な分析を行い、学童保育の拡充が女性の就業に与える

影響について分析をおこなった。これらの分析を基に、病児・病後児保育と学童保育の今

後についての政策提言をおこなった。 
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
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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。私たちの試算では現在認可保育所の利用者一人当たり年間 22,004 円負担をすれば、

全員が必要な時に病児・病後児保育を提供できることが明らかとなった。 
また学童保育とは、「仕事や傷病などの理由により、昼間、保護者が家庭にいない小学生

の児童を、放課後や長期休業日など必要時に保護者に代わって適切な施設で保育すること。」

を指す。つまり、この学童保育を利用することにより、小学生の子供を持つ親でも安心し

て働くことができるのである。 

しかし、同時に、この学童保育にはいくつかの問題点も存在することがわかった。例え

ば、学童保育を利用したいにもかかわらず、施設に空きがないために利用できない待機児

童問題である。また、施設を利用できたとしても、施設が狭く、十分なスペースが与えら

れていないというようなケースも多く存在する。他にも、学童保育の運営に携わる指導員

の雇用状況は、大変不安定であるという問題点もある。賃金の面に関してもなかなか上昇

せず低い水準にとどまっており、学童保育指導員を取り巻く環境は、非常に厳しい面があ

る。 
学童保育については、学童保育が利用しやすいこと、即ち、設置率が高いほど女性の就

業が促進されるかについて、都道府県別のデータを用いた回帰分析をおこなった。推定の

結果、学童保育がより利用しやすくなること、即ち、設置率が高くなるほど、女性の就業

が促進されることが明らかとなった。ただし、2013 年度における学童保育数は 21,635、補

助金額は 315 億 7,600 万円（データ出所：全国学童保育連絡協議会「学童保育に関する国

の補助金」）であるが、女性の就業率を 2％ポイント上げるためには学童保育の支給額・設

置数をともに現在の補助金額を約 2 倍増やさなければならないことから、費用対効果が非

常に低い小さいこともわかった。このため、小学生の子どもを持つ母親の就業を促進する

ためには、学童保育の充実も重要であるが、働きながら子育てできる勤務体系の見直しも

重要であるという政策提言をおこなった。 
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はじめに 

人口の減少や少子高齢化によって、現在の日本では、労働力人口不足が危険視されてい

る。そして、その動きに伴い経済成長力の低下も心配されている。そのような状況におい

て、女性が出産をした後でも働き続けることができる環境が求められている。では、その

環境とは具体的にはどのような環境を指すのだろうか。 
私たちは、保育サービス、特に病児・病後児保育サービスと学童保育サービスの充実が

その環境形成の要因になり女性就業促進を支援するのではないかと考え、病児・病後児保

育と女性就業、学童保育と女性就業の 2 つについて関連性を考えてみることにした。 
現在、安倍政権では成長戦略の一環として女性の活躍推進のための様々な施策を推し進

めている。「待機児童ゼロを目指す」という目標が打ち出され、「待機児童解消加速化プラ

ン」により、平成 25 年度からの 2 年間で約 20 万人分、保育ニーズのピークを迎える平成

29 年度までに約 40 万人分の保育の受け皿を確保するとしている。2015 年度からは子ども・

子育て支援新制度が開始し、認可保育所のさらなる充実や小学生に対する学童保育の整備

など、女性が子育てをしながら就業を続けるための改革が予定されている。現在は女性の

活躍推進法が閣議決定されたばかりである。これらの政策は子育てをしている女性の就業

を促進する効果があると期待される。 
しかし、認可保育所の受け皿、即ち、定員の増加は、女性に対する子育てと就業支援の

観点から歓迎されるものであるが、それで終わりではない。認可保育所を利用できたとし

ても、子どもが病気の時は保育所では預かってもらえない保護者は、子どもの病気が治る

まで仕事を休む必要がある。また、子どもが未就学児の間は認可保育所で子どもを見ても

らえることができるが、子どもが小学校に入学してからの保育が不足している。低学年の

間は下校時間が早く、夏休みなどの長期休暇もあり、就学後の保育先確保は仕事を持つ母

親にとって大きな課題である。子どもが小学校に上がる時に保育先がなく、母親が就業を

辞めなければいけないことを「小 1 の壁」という。放課後や長期休暇のための保育を学童

保育というが、これが正式に国の事業となったのは児童福祉法が改正された平成 9 年以降

のことで、歴史が浅く数も少ない。子ども・子育て支援新制度が来年度から開始するが、

子育て支援の中心は未だ未就学児童、認可保育所の定員増であり、定員が増加した後に付

随する病児・病後児保育の拡充や学童保育の拡充には意識がいっていない。私たちの研究

では認可保育所に子どもが入れたとしてもその先にある問題、病児保育・義病後児保育、

学童保育の問題を分析のテーマとする。 
本研究では、病児・病後児保育については実際に行っている施設に対してヒアリング調

査を行い、現在の病児・病後児保育の課題を明らかにした上で、病児・病後児保育の経営

を安定し、定員を増加するための共催型サービスの運営方式について試算し、シミュレー

ション分析をおこなった。学童保育については、都道府県別の学童保育の実施状況と女性

の就業に関するデータを基に計量経済学的な分析を行い、学童保育の拡充が女性の就業に



 
 

5 
 

与える影響について分析をおこなった。これらの分析を基に、病児・病後児保育と学童保

育の今後についての政策提言をおこなった。 
 以下では第 1 章で病児・病後児保育についての現状と問題を提示し、ヒアリング調査の

結果を報告する。続いて、第 2 章で、病児・病後児保育についての先行研究の紹介、第 3
章で病児・病後児保育の共催型モデルのシミュレーション分析を行う。第 4 章で分析の結

果を基に、病児・病後児保育についての政策提言をおこなう。第 5 章からは学童保育と女

性就業に関する分析をおこなう。第 5 章では学童保育についての現状と問題を明らかにし、

第 6 章で都道府県別のデータを用い、「学童保育が充実すれば女性就業は促進されるのか」

という仮説を計量経済学の手法を用いて分析をする。分析の結果を基に、第 7 章で学童保

育についての課題を明らかにし、第 8 章で学童保育の今後のあり方について政策提言をお

こなう。さいごに、おわりに、で本研究のまとめをおこなう。 
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第 1 章 病児・病後児保育についての問題意識・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

産んだ後どう育てていくか、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。 
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
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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。 
 
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） 
 
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。 
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

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h18/hakusho/h19/html/i1240000.html
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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 
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。 
 
図表 2   各事業における基準 

 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 

（出典：全国保育団体連絡会・保育研究所『2009 保育白書』） 
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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 
HPhttp://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120510N0030.pdf） 

 
≪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 
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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』） 

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
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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。 
(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。 
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(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。 
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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）。 
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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。 

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。 
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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 
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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。 
 

第２章 病児・病後児保育についての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
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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。 
 

第３章 病児・病後児保育についての理論・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） 
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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 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 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。） 
③  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 
④  総経費  
総計 12,720,000 円 
２．収入 
補助金 10,400,000 円 
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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 
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 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、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。 
ⅵ555,775,000÷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。 
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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。 
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。 
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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)  (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。 
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 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、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。 
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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。 
 

第４章 病児・病後児保育についての政策提言 

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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第 5 章 学童保育についての問題意識・現状分析 

さてここからは、女性就業・学童保育についての現状を把握すると共に、「学童保育が充

実すれば女性就業は促進されるのか」という仮説について検証を行っていく。 

第 1 節 学童保育・女性就業を考える背景  

2013 年 7 月 21 日に投開票が行われた参議院選挙で、安倍総理ほか自民党は、2020 年ま

でに、指導的地位の女性の割合 30％以上を達成するという公約を掲げ、大勝した。この公

約は、前年度末の衆議院選挙の際に自民党の公約に盛り込まれていた「女性の活躍」を発

展させたもので、安倍政権による成長戦略の中核を成すものとして、現在注目されている。 
人口減少・超高齢社会に突入した我が国が、経済活力や社会保障制度を維持していくう

えで、女性が指導的な地位で活躍できる社会をつくることには、大きな意味がある。また、

日本は、諸外国に比べて女性の指導者が極めて少なく、女性の活躍支援は、海外からも要

請されていた事案であり、女性の活躍支援が公約として、取り上げられることは、評価で

きる。だが、具体的に問題を解決することはできるのだろうか。 
女性の指導者を育てるためには、女性が継続的に就業可能な環境が必要である。しかし

実際は、出産後も問題が次々と立ちはだかる。産休ののち育児休業までとっても、子供を

保育所に入れなければ、女性の職場復帰は困難である。保育所だけでなく、小学校に上が

ってからの子供の学童保育先を見つけられず、キャリアアップを諦める母親は大勢いる。

（これによって、M 字カーブと呼ばれる現象が見られるが、そのことについては、第 2 節

で触れる。） 
そして、子供を預ける保育所を確保できないながら、女性が働き続けなければ、生活が

困難な家庭が発生し、待機児童という新たな問題を生む温床となっている。 
子供に負担をかけずに女性がキャリアを積むには、体系的に整った保育サービスの提供

が、必要なのである。これが実現すれば、キャリアを積むに十分な時間を、女性は得るこ

とができ、指導的地位につく女性の増加が見込めるであろう。 
保育所とともに、女性が継続就業するうえで、手助けとなり得るこの学童保育であるが、

保育所と同様、不足している。今回、前述の公約について、指導的地位で活躍する女性を

増やすために、「待機児童解消加速化プラン」、「3 年育休の推進」、「子育て後の再就職・起

業支援」という新たな 3 つの手法が示されているが、政策に関して、3 歳以上の子供のいる

労働者への両立支援の議論は、十分になされておらず、仕事と育児の両立支援制度の対象

を、小学生以上の親にも広げていくことの議論に不足があるとの報告もある。つまり、こ

れらの政策が、学童保育を対象としているかどうかは定かではないのである。 
待機児童問題の顕在化とともに、学童保育に対するニーズは年々増えており、国の早急

な対応が求められている。学童保育所や指導員数の具体的な数値については、第 2 節で説

明するが、施設数こそ増えているものの、現実には整備が追い付いていないところばかり
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である。故に、この問題を解決するためには、国や各地方自治体が一丸となって、学童保

育所の環境改善を図っていくことが必要なのである。 
また、学童保育制度には質的にも改善の必要がある。経済的に厳しい家庭のための保育

料減免制度が、国の制度として存在しないため、市町村で独自に補助している場合をのぞ

き減免してもらえないのである。ちなみに、これにより所得格差による学童保育所入所児

童数や、女性の就業状況への影響がうかがえるか確かめるため、本稿では回帰分析の際に、

県民所得を変数として用いる。さらに、男女間の所得格差については第 2 節で触れる。 
また、公設公営の学童保育は、委託先を含めても全体の 60パーセントにとどまっており、

民営の保育所に預ける父母はさらに負担が大きくなる。また、指導員の国家資格や全国的

なスタンダードが存在しないため、場所によってサービスに差が出たり、指導員そのもの

の雇用条件が悪化したりといった問題も発生している。就労環境の悪さから辞めていく職

員も多く、実に 7 割が、非正規雇用者であるということである。 
このように、学童保育は女性の就労に深く関連している。では、学童保育の充実は女性

の就業改善に直接的な影響力を持つのであろうか。 

第 2 節 学童保育・女性就業の概要 

第 1 項 学童保育とは 
 学童保育とは、仕事や傷病などの理由により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童を

放課後や長期休養日など必要時に、保護者に代わって適切な施設で保護することである。  
 学童保育は 1940 年代後半の民間保育園から始まり、当初は乳幼児だけで保育園がいっぱ

いになり学童保育はほとんど行われていなかった。その後、核家族化の進行、共働き家庭

の増加に伴い、学童保育を必要とする家庭が増えるにつれて学童保育所も増えていった。 
 また 1998 年 4 月には法制化され、児童福祉法に放課後児童健全育成事業という名称で明

記された。児童福祉法第 6 条には、「保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就

学しているおおむね 10 歳未満の児童に対して、政令で定める基準に従い、授業の終了後に

児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの」とあ

る。このような法的根拠を学童保育に持たせることで、国・地方公共団体に積極的な支援

を求めることが可能となる。 
 2013 年時点での、全国にある学童保育の数は、2013 年学童保育実施状況調査によると、

2 万 1635 か所である。また、次の図表 9，10 は学童保育の運営主体、開設場所について、

その数と割合、2007 年比（2007 年の同調査と比べて割合がどのように変化したか）を示し

たものである。 
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図表 9 学童保育の運営主体 
運営主体 箇所数 割合 2007 年

比 
備考 

公立公営 8,366 40.2% -4.0% 市町村が運営している 
社会福祉議会 2,203 10.6% -0.7% 半数は行政からの委託（1,208 か所） 
地域運営委員会  3,864 18.5% 1.7% 多くが行政からの委託（2,428 か所） 
父母会・保護者

会 
1,404 6.7% -2.2% 行政からの委託が多い（850 か所） 

法人等 4,666 22.4% 6.0% 私立保育園（1,144 か所） 
私立幼稚園（274 か所） 
保育園を除く社会福祉法人（964か所） 
保護者がつくる NPO 法人（1,254 か

所） 
民間企業（323 か所） 
その他（707 か所） 

その他 340 1.6% -0.8%   
合計 21,635 100.0%     
（出典：2013 年学童保育実施状況調査） 
図表 10 学童保育の開設場所 
開設場所 箇所数 割合 2007 年

比 
備考 

学校施設内 10,797 51.8% 4.20% 余裕教室活用（5,344） 
学校施設内の独立専用施設（4,532） 
校舎内の学童保育専用室（384） 
その他の学校施設を利用（537） 

児童館内 2,700 13.00% -2.80% 児童館・児童センターの専用室 
学童保育専用施設 1,622 7.80% 0.40% 学校外にある独立専用施設 
その他の公的施設 1,994 9.30% -1.50% 公民館(496) 

公立保育園内（173） 
幼稚園内（192） 
その他の公的な施設内（1,083） 

法人等の施設 1,332 6.40% -0.30% 私立保育園や社会福祉法人の施設内 
民家・アパート 1,381 6.60% -0.70% 父母会等が借りたアパート・借家など 
その他 1,067 5.10% 0.70% 自治会集会所・寺社など 
合計 21,635 100.00%     
（出典：2013 年学童保育実施状況調査） 
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第 2 項 女性就業 
 平成 22 年の女性の労働力人口は 2,768 万人であり、下図表 11 は平成 22 年女性の年齢別

労働力率を表している。「20~24 歳」（72.7％）と「45～49 歳」（71.8％）を左右のピークと

し、「35～39 歳」を底とする M 字カーブを描いており、35～39 歳を境に女性の労働者は出

産・育児で離職・非労働化し、その後育児が終了するとともに再就職する女性が増えてい

くことがわかる。 
 
図表 11 平成 22 年女性の年齢別労働力率 

 

（出典：平成 22 年版 『働く女性の実情』） 
 また男女別の平均勤続年数で見ると、正社員・正職員であるかどうかにかかわらず、男

性に比べて女性の平均勤続年数は低く、出産・育児の影響、再就職後の非正規雇用やパー

トタイムの職が継続しないことが考えられる（図表 12）。 
 現金給与額及び所定内給与額の男女間格差は、図表 13のように年々差は縮まっているが、

格差 0 には遠いと考えられる。（男女間格差の値が大きいほど格差が縮まることを表してい

る）。 
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図表 12 一般労働者の平均勤続年数の推移（企業規模 10 人以上） 

 
（出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」） 
図表 13 一般労働者のきまって支給する現金給与額及び所定内給与額の推移 

 
（出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」） 
注）男女間格差は、それぞれ男性の金額を 100.0 とした場合の女性の金額を次の式により

算出。所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100 

 
 
 
 

正社員・正職員以外

女性 男性 女性 男性 女性 男性
平成17年 8.7 13.4 9.7 14.1 5.5 6
平成18年 8.8 13.5 9.8 14.2 5.5 6.1
平成19年 8.7 13.3 9.6 13.9 5.6 6.3
平成20年 8.6 13.1 9.5 13.7 5.7 7
平成21年 8.6 12.8 9.4 13.4 5.8 7.1

年
一般労働者　

正社員・正職員

女性 男性 女性 男性 男女間格差

（男性＝100.0） （男性＝100.0）

平成17年 239 372.1 222.5 337.8 65.9
18 238.6 372.7 222.6 337.7 65.9
19 241.7 372.4 225.2 336.7 66.9
20 243.1 369.3 226.1 333.7 67.8
21 243.2 354.6 228 326.8 69.8

平成17年 257.3 383.4 239.2 348.1 68.7
18 258.1 384.5 240.3 348.5 69
19 261.8 384 243.3 347.5 70
20 262.7 382 243.9 345.3 70.6
21 261.8 366 244.8 337.4 72.6

平成17年 180 244.2 168.4 221.3 76.1
18 175.9 247.6 165.4 222.8 74.2
19 178.8 250.3 168.8 224.3 75.3
20 181.8 249.1 170.5 224 76.1
21 181 242.7 172.1 222 77.5

71.4
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71
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67.1

所　定　内　給　与　額（千円）
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第 6 章 学童保育についての分析・結果 

これまでの内容において、学童保育と女性就業の間には関連があるのではないかという

ことを考えてきた。ここでは、学童保育の設置率に加え、所得についても合わせて考え、

女性就業との相関を探っていくことにする。具体的には、「学童保育が充実すれば女性就業

は促進されるのか」という仮説を立て、その仮説を検証するため、回帰分析を行っていく。

この回帰分析の結果において、正の相関が見られれば、学童保育の充実は女性就業を促進

するということが推定されることとなる。 
 分析の方法としては、被説明変数を女性の就業率（Y）とし、説明変数を学童保育の設置

率（X）、県民所得（Z）、2007、2010、2012 の年次ダミーとして重回帰分析を行っていく。

県民所得と年次ダミーは、学童保育以外の就業への影響をコントロールするために説明変

数に加える。県民所得に関しては、県民所得が増えれば、家計の所得が増え、女性就業が

抑制されると考えられるため変数として用いる。年次ダミーに関しては、年ごとのマクロ

的な経済状況の違い、また、被説明変数の年ごとの違いによる推定結果への影響をコント

ロールするために変数として用いる。使用したデータとしては、2005、2010 の女性労働力

人口比率（データ出所：総務省「就業構造基本調査」）。2007、2012 の女性有業率（データ

出所：総務省「労働力調査」）。2005、2007、2010、2012 の学童保育の設置率（データ出

所：全国学童保育連絡協議会「学童保育実施状況調査」）。2005、2007、2010、2012 の県

民所得（データ出所：内閣府「県民経済計算」）である。また、今回の分析においては、有

業率が2007年と2012年、労働力人口比率が2005年と2010年のデータしかなかったため、

両者を同じものとみなして分析を行うことにした。それぞれのデータにおいては、都道府

県別のデータを用いることにする。有業率と労働力人口比率の違いについては、37 ページ

における用語説明で解説することとする。 
推定結果は以下の通りである。 

2005：Y＝45.642＋0.021X＋0.001Z 
2007：Y＝45.756＋0.021X＋0.001Z 
2010：Y=44.380＋0.021X＋0.001Z 
2012：Y=44.587＋0.021X＋0.001Z である。（※それぞれ小数第四位で四捨五入） 
図表 14 

  係数 標準誤差 t  P-値 

切片 45.64199647 1.210032 37.71967 5.90185E-88 

学童保育の設置率(%) 0.021123468 0.011065 1.908997 0.05783584 

県民所得(千円) 0.000582564 0.000484 1.204154 0.230093728 

2007 年次ダミー(2007 年=1) 0.113947034 0.490684 0.232221 0.816627568 

2010 年次ダミー(2010 年=1) -1.261557852 0.570092 -2.2129 0.028147745 

2012 年次ダミー(2012 年=1) -1.054951929 0.625132 -1.68757 0.093207351 
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回帰式を導出する際に使った分析結果が 34 ページの図表 14 である。この表を見ると、

学童保育の設置率に関しては、t 値＝1.908997、P 値＝0.05783584 ということで、学童保

育の設置率は女性の就業率に正で有意な影響を与えるということになる。しかし、県民所

得に関しては、t 値＝1.204154、P 値＝0.230093728 ということであまり信用に値しないと

いう結果が読み取れる。また、各年について、学童保育設置率と女性就業率の関係をグラ

フにしたものが下の４つの図表である。 
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図表15学童保育設置率と女性就業率 
（２００５年） 
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図表16学童保育設置率と女性就業率 
（２００７年） 
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よって、これまでに見てきた回帰式、グラフの結果から、女性就業率と学童保育の間に

は、正の相関があるということがわかる。また、女性就業率と県民所得の間には相関関係

がほとんどないということになる。つまり、女性就業率を上昇させるためには、学童保育

の設置率を上げるということは、非常に有用であるということになる。そして、これらの

ことより、「学童保育が充実すれば女性就業は促進されるのか」という仮説が、支持された

という結果になった。 
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図表17学童保育設置率と女性就業率 
（２０１０年） 
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図表18学童保育設置率と女性就業率 
（２０１２年） 

有業率（％） 
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・用語説明 
・労働力人口比率：15 歳以上の人口に占める「労働力人口（15 歳以上の人口のうち，「就

業者」と「完全失業者」を合わせたもの）」の割合。 
・有業率：15 歳人口に占める普段収入を得ることを目的として仕事をしている者。 
※今回の分析では、労働力人口比率と有業率の 2 つを就業率としている。 
・学童保育の設置率：学童保育設置数÷小学校数 
・県民所得：県民雇用者報酬（産業、政府機関、公共・社会サービスなどあらゆる生産活

動に従事する雇用者に対して、現金または現物で支払われた報酬の総額。） 

 

第 7 章 学童保育についての問題点 

さて、これまでの内容において、学童保育というのは女性の就業に対して大きな影響を

与えているということがわかった。しかし、この学童保育に関しては、解決すべき多くの

問題点があるということも指摘されている。この節においては、その問題点について考え

ていきたい。 
以下の４つが代表的な問題点であるが、その性質は大きく２つに分けられる。第１項で述

べる待機児童問題は、学童保育施設や設備の不足により発生する問題であるのに対し、第

２項、第３項、そして第４項の問題は、現在ある保育施設の運営方法が市民のニーズに応

えきれていないことから発生する問題である。 
 
第 1 項 待機児童 
待機児童とは、保護者が仕事などによって子供の世話ができず保育に欠けるため、保育

所に入所申請をしているにもかかわらず、入所希望している保育所が満室である等の理由

で入所できない児童のことである。全国学童保育連絡協議会「学童保育実施状況調査」に

よると、全国の待機児童数は、2012 年 10 月 1 日の時点で 46,127 人に上った。 
特に大都市部で待機児童が問題となっているが、一方、過疎地域では子供の減少により保

育所保育児童数に空きが出ている。 
 
第 2 項 開所時間の短さ 
保育園の延長保育が夜 8～9 時までであったのに対し、小学生を預かる多くの自治体の学

童保育は延長保育を実施していない（2010 年厚労省調べによると、夜 7 時以降学童保育を

実施している割合は全体の 3.8％）。職員の働き方を見直す必要があるとともに、仕事と子

育ての両立に関わる時間的問題の解決が急がれる。 
 
第 3 項 施設設備の問題 
 学校内施設や児童館、民家・アパートなどで学童保育は実施されており、設備上は十分
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なものであるが、提供されるスペースに対する子供一人当たり 1.65 ㎡を基準とする学童定

員で考えると、施設内の広さは窮屈であり、大勢の児童が過ごす場所としては不適切であ

る。 
 
第 4 項 職員の劣悪な雇用環境 
 学童保育指導員には公的な資格制度がないため、専門的な仕事に見合った資格制度の創

設が急務となっている。学童保育で働く指導員と呼ばれるスタッフの半数は年収 150 万未

満という劣悪な待遇であり、3 年間で半数が入れ替わっている。そのため、指導員の雇用を

増やすことができず、働いても勤務を継続していくことは困難である。 
以上のように、学童保育には問題点が多く残されている。これらの問題が解決されるこ

とによって学童保育の状況もより良くなり、延いては、女性就業の状況も良い方向に向か

っていくのではないだろうか。国・地方公共団体等が連携して、学童保育を促進していく

ことが望まれる。 
 

第 8 章 学童保育についての政策提言 

ここでは、35～39 歳で 1 度出産・育児を理由に離職・非労働化する女性を、どのように

仕事と育児の両立ができる職場に復帰させるかに焦点を当てて政策を考えていく。本論の

回帰分析の結果から「学童保育の設置率が上昇すれば女性就業は促進されること」が検証

されたため、学童保育の設置率を上昇させるための政策を主に考える。また学童保育が充

実した際に、企業は女性にとって働きやすい職場を作るべきである。学童保育に関する政

策とは別に、女性支援の観点から企業が行うべき制度を考える。 
学童保育の設置率を上昇させる政策として、学童保育に補助金を支給するということを

挙げる。具体的な方法として、女性の就業率を 2％ポイント上昇させるためには学童保育の

設置率を何％ポイント上げ、補助金をいくら増やす必要があるかを考える。女性の有業率

は全国平均の最新データ（2012）では 48.2％（データ出所：総務省「労働力調査」）である。

また年度別の全国平均のデータを見ると、それぞれ女性の労働力人口比率は 47.8％（2005）、
47.0％（2010）（データ出所：総務省「就業構造基本調査」）、有業率は 48.8％（2007）、48.2％
（2012）（データ出所：総務省「労働力調査」）である。これらを時系列データとして見た

場合、2005 年から 2012 年までの増加率は 0.4％ポイントであることから、短期間で女性就

業率が大きく伸びることは期待できない。女性就業率を 2％ポイント上昇させることは、学

童保育の設置率が女性就業にどのような影響を与えるか具体的な値で検証するための実験

的な数値とする。 
回帰分析の結果より、女性就業と学童保育の関係式は 
 Y＝0.021X｛Y：女性の就業率（％），X：学童保育の設置率（％）｝…①である。 
① より、X=2 のとき Y≒95.2（95.23、、、）である。 
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よって、女性就業を 2％ポイント上昇させるには、学童保育の設置率を 95.2％ポイント上

げる必要があり、就業率が 50.2％のとき設置率は 192.5％となる。 
 補助金の増加率を学童保育の設置率の倍率とすると、現在政府が学童保育に支給してい

る金額の 95.2％ポイントだけ増加した値が女性就業を 2％ポイント上昇させることに必要

な金額となる。2013 年度における学童保育数は 21,635、補助金額は 315 億 7,600 万円（デ

ータ出所：全国学童保育連絡協議会「学童保育に関する国の補助金」）である。これらを 1.952
倍した値はそれぞれ 42,231、約 616 億 3600 万円である。よって、女性就業を 2％ポイン

ト上昇させるには学童保育の支給額を約 311 億円上げ、学童保育数を約 21,000 ヶ所増やす

必要がある。しかし、女性就業を促進させることの費用対効果は、就業率を 2％ポイント上

げるために学童保育の支給額・設置数をともに現在の数値の約 2 倍増やさなければならな

いことから、非常に低いと考える。学童保育を増やすことは有効な政策であるとはいえな

いため、女性就業を促進させるための企業が講じるべき制度というのはより重要である。 
次に、女性にとって働きやすい職場とは何なのか。それは育児との両立ができる、パー

トや非正規雇用にはないやりがいや正社員として責任感を持てる仕事がある職場である。

これらを踏まえて、企業は１つの方法として「4 時間正社員」制度を導入すべきであると考

えられる。 
「4 時間正社員」とは就業時間が 4～6 時間の短時間勤務制度で正社員として働くことが

出来る制度である。育児との両立を図る母親にとっては安定的な職であり、ある程度の権

限を任されるため責任が伴う。 
この制度の例として、「アースミュージック＆エコロジー」を基幹ブランドとして展開す

るクロスカンパニーを取り上げる。クロスカンパニーは創業時から全員正社員を掲げ、そ

の 95％が女性社員である。社員の平均年齢が 25 歳のため、これから結婚、出産、育児によ

って仕事を辞める社員は多い。そこで仕事を辞めずに済む制度として「4 時間正社員」が生

まれた。この制度の利点は短時間勤務でも生産性に問題がない点である。1 時間当たりの生

産性が高く、短時間勤務利用者は郊外型ショッピングセンターの店舗を中心に配置してい

るため保育園や幼稚園のママ友が集客され、顧客一人あたりの単価やリピート率が高く出

ている。 
このように企業が女性に対して新しい働き方を提示することにより、女性の就業支援が

促進されるのではないかと考えられるのである。 

 

 

 
 



 
 

38 
 

おわりに 

 本研究では、病児・病後児保育、学童保育に焦点をあて、これらの保育の充実が女性の

就業を促進させるのか、また、これらを拡充するためにどのような政策が必要かについて

分析をおこなった。 
 病児・病後児保育については、3 つの施設に対する実地調査から、①初期投資（建設費）

の問題、②実施施設の少なさが問題として挙げられ、この問題の背景として、病児・病後

児保育サービス運営における「資金の安定的供給の難しさ」が浮き彫りとなった。この課

題を克服するため、共催型の病児・病後児保育の運営モデルを提示し、現在の名古屋市の

認可保育所の利用者を基に、運営のシミュレーション分析をおこなった。シミュレーショ

ン分析から、利用者一人当たり年間 22,004 円を負担すれば、共催型の病児・病後児保育を

利用者全員に供給することが可能であることが明らかとなった。この方法により、初期投

資の確保、資金の安定的供給の確保が可能となり、子どもが病気になったときの母親の就

業が可能となる方法が示されることとなった。 
 学童保育については、学童保育が利用しやすいこと、即ち、設置率が高いほど女性の就

業が促進されるかについて、都道府県別のデータを用いた回帰分析をおこなった。推定の

結果、学童保育がより利用しやすくなること、即ち、設置率が高くなるほど、女性の就業

が促進されることが明らかとなった。ただし、2013 年度における学童保育数は 21,635、補

助金額は 315 億 7,600 万円（データ出所：全国学童保育連絡協議会「学童保育に関する国

の補助金」）である。これらを 1.952 倍した値はそれぞれ 42,231、約 616 億 3600 万円であ

る。よって、女性就業を 2％ポイント上昇させるには学童保育の支給額を約 311 億円上げ、

学童保育数を約 21,000 ヶ所増やす必要がある。しかし、女性就業を促進させることの費用

対効果は、就業率を 2％ポイント上げるために学童保育の支給額・設置数をともに現在の補

助金額を約 2 倍増やさなければならないことから、非常に低い小さいとも言える。このた

め、小学生の子どもを持つ母親の就業を促進するためには、学童保育の充実も重要である

が、働きながら子育てできる勤務体系の見直しも重要であることを提言した。 
 本研究では、病児・病後児保育、学童保育という現在の子育て支援ではほとんど焦点が

あたらない保育サービス、しかし、女性が就業を続けるためには欠くことができない保育

サービスを取り上げ、その重要性と課題、今後の政策の方向性を明らかにした。今後、政

府が政策的にもこれらの保育サービスの重要性を認識し、拡充に努めることを望むもので

ある。 
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